ガイドライン

社会保障の数理業務

2016年版

著作権 © 国際労働機関および国際社会保障協会2016
初版 2016

出典が明示されている限り、
この文書からの抜粋は正式な承認なしに転載が可能です。個々のガイド
ラインは、それが記載されているセクション全節の一部の要素として解釈されるべきであることも重
要です。従って、個々のガイドラインの文脈が完全に理解される事を確保するためには、
それらは当該
セクション
（より一般的には文書全体）の他のガイドラインと併せて考慮されるべきです。
ILO Publications (Rights and
当文書全体の転載または翻訳権については、次への申請が必要です。
Licensing), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, またはemail: rights@ilo.org. 国
際労働事務所および国際社会保障協会はそうした申請を歓迎いたします。
ILO; ISSA
社会保障の数理業務に関するガイドライン / 国際労働事務所; 国際社会保障協会. ジュネーブ: ILO,
2016
社会保障運営、数理、管理開発、
グッドプラクティス。
ILO ISBN: 9789221312284（印刷）;9789221312291（ウェブ pdf）
ISSA ISBN: 9789284312276（ウェブ pdf）
フランス語、
ドイツ語及びスペイン語版でも刊行されています。
アラビア語、中国語、及びロシア語版
も刊行予定。
02.14.01
ILO Cataloguing in Publication Data

ILO 及び SSA の出版物において採用されている名称とその資料における提示は、いかなる国、地域で
あれその法的ステータス、あるいはその権限領土、若しくは境界画定に関するILOまたはISSAの如何な
る意見の表明も意味するものではありません。
署名された記事、研究、及びその他の寄稿は、
ひとえに著者の責任に帰すものであり、出版がそこに表
明された意見のILOまたはISSAによる推奨を構成するものではありません。
社名や商用製品及びプロセスへの言及はILO または ISSAによる推奨を意味するものでは無く、特定の
社名や商品名もしくはプロセスの記載がなされていないことは不承認を示すものではありません。
ILO 出版物とデジタル商品は主な書店及びデジタル販売プラットフォームで入手出来、ilo@turpindistribution.com.から直接注文することも可能です。詳細は私共の以下のウェブサイトにアクセスして
下さい。
www.ilo.org/publns or contact ilopubs@ilo.org.
ISSA ガイドラインについては英語が正式言語として優先されています。

ISSA ガイドラインと関係資料は www.issa.int/excellenceで入手することが出来ます。

スイスにおいて印刷

社会保障運営におけるISSAガイドラインの日本語への翻訳は、厚生労働省の協力の下で行われた。
英
語版には正式な言語としての優位性が与えられている。

The translations into Japanese of ISSA Guidelines on social security administration have been coordinated
and undertaken by the Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan. English is granted precedence as the
authoritative language for all ISSA Guidelines.

目次

はじめに

1

ISSA-ILO 数理ガイドラインの構成

3

範囲と目的

1

サポート資料

4

A. 社会保障制度の価値評価

5

ガイドライン 1. 数理価値評価遂行の必要性

6

ガイドライン 2. データ

7

ガイドライン 3. 前提

10

ガイドライン 5. 予測モデル

14

ガイドライン 7. 調整

17

ガイドライン 4. 価値評価手法

12

ガイドライン 6. 社会保障制度の資産価値の決定

16

ガイドライン 8. 結果の不確実性

18

ガイドライン 9. 報告

19

ガイドライン 10. 業務管理

20

ガイドライン 11. 外部専門家による検証

ガイドライン 12. 業務監査及び外部専門家による検証からの推奨事項の遵守

B. 社会保障制度の運営管理

ガイドライン 13. 給付受給額の決定

21
22

23
24

ガイドライン 14. 数理係数の決定

ガイドライン 15. プロビデントファンド勘定に付与される投資収益率の決定
及び結果として生ずる財政的影響 

ガイドライン 16. 想定勘定に付与される投資収益率の決定及び結果として
生ずる財政的影響

ガイドライン 17. 個人積立勘定の監督

ガイドライン 18. 一時金の定期収入への転換率の決定

25
26
28
29
31

ガイドライン 19. 自動調整メカニズム

33

C. 投資問題

34

ガイドライン 20. 投資ガバナンス

35

ガイドライン 21. 投資プロセスにおける負債の考慮

37

ガイドライン 22. 投資管理プロセス

39

ガイドライン 24. 投資報告

43

ガイドライン 23. 資産価値評価と給付計算へのインプット

41

国際社会保障協会－国際労働機関

i

D. 報告、
コミュニケーション及び開示

ガイドライン 25. 理事、管理者、及びアクチュアリー間のコミュニケーション

ガイドライン 26. 報告プロセスにおける検討事項

ガイドライン 27. 数理報告及び制度規程変更のコミュニケーションに関する
社会保障機関の責任

ガイドライン 28. 数理情報の技術的及び非技術的コミュニケーション

E. リスク管理と分析

ガイドライン 29. リスク管理フレームワーク
ガイドライン 30. リスクの特定
ガイドライン 31. リスクの計測

44
45
46
48
49

50
51
54
55

ガイドライン 32. リスクの軽減

56

ガイドライン 34. 社会保障機関が直面するオペレーショナルリスク管理への
数理インプット 

61

ガイドライン 33. 制度リスク管理への数理インプット

58

F. 規制問題、基準及び専門的ガイダンス

63

ガイドライン 36. 数理基準の遵守

65

ガイドライン 35. 規制要件の遵守
ガイドライン 37. 会計基準の遵守

ガイドライン 38. 国内及び国際統計報告の要件の遵守
ガイドライン 39. その他の専門職基準及びガイダンス

G. 政策及び戦略問題

ガイドライン 40. 新たな社会保障制度の設計

67
68

70

72
73

ガイドライン 41. 新たな社会保障制度の価値評価とコスト

75

ガイドライン 43. 持続可能性に関する検討事項

79

ガイドライン 42. 積立及び資金調達上の検討事項
ガイドライン 44. 給付の十分性
ガイドライン 45. 適用対象

ガイドライン 46. 給付及び資金調達における変更と見直しの影響

H. 社会保障機関における数理専門技術、人員配置、及び研修
ガイドライン 47. アクチュアリーの独立性

ガイドライン 48. 外部または内部数理専門技術の利用における選択
ガイドライン 49. 資格

ii

64

国際社会保障協会－国際労働機関

77
81
83
85

87
88
90
92

ガイドライン 50. 人員配置とインフラストラクチュア

謝辞

94

ガイドライン 51. 専門技術の開発と維持

95

97

国際社会保障協会－国際労働機関

iii

社会保障の数理業務に関するガイドライン

はじめに

この社会保障の数理業務に関するガイドライン（以下ISSA-ILO 数理ガイドライン、
と言います）は国際
社会保障協会と国際労働機関の共同で作成されたものです。

範囲と目的

このガイドラインは社会保障制度の数理業務に従事するアクチュアリー、及びその他の社会保障専門
家、
また、社会保障機関、政策立案者及び数理業務を監督するその他のステークホルダーのために書
かれています。

このガイドラインの目的はこれら様々なステークホルダーに対し、社会保障給付の立案, 管理、財政及
び社会保障給付に関するガイダンスを提供することにあります。
ガイドラインは検討すべき一連の問題
をリスト化し、
それらの職務を遂行する上での推奨を提示する形で構成されています。
それら職務は数
理計算、政策助言の提供や策定、監督、報告、管理及びコミュニケーションなど、関与するステークホル
ダーにより様々でしょう。
従って、
その主な目的は、以下にまとめられます。
¡¡

社会保障機関により、
また同機関のために行われている数理業務に関するグッドプラクティス
を促進し、
数理業務の正確性、
一貫性、
及び比較可能性を向上させる取り組みを支援する。

¡¡

アクチュアリーにより遂行される業務における手続きにガイダンスを提供する。

¡¡

数理手続の効率性を向上させる。

¡¡

¡¡

¡¡

社会保障機関の数理業務に関連するガバナンス手続の業務を促進する。
社会保障機関に実務支援を提供し、
数理基準の遵守を促進する。

数理を含めた政策問題及び規制に責任を持つ個人又は組織にガイダンスを提供する。

ISSA-ILO 数理ガイドラインと、既存及び将来の専門基準

この文書は上述の目的を満たすために導入され、遂行されるべき原則、体制、及びプロセスに関する
一連の推奨事項を提供しています。
従ってそれはアクチュアリーが規制要件のみならず、国際及び国内
基準を満たす取組みを支援しています。しかしながら、ISSA-ILO 数理ガイドラインに法的拘束力はあ
りません。
それらは、数理業務の遂行と監視を改善するという、
より幅広い目的に立ったグッドプラクテ
ィスの特定とその内容の詳細として考慮されるべきでしょう。
また、ガイドラインは国際アクチュアリー会（IAA）の国際数理実務基準（ISAP）、特に社会保障に関す
るNo. 2（ISAP 2）、もしくはその他の関連する国内数理基準の複製または代替を目的としたものでな
い点もご留意下さい。
むしろ、社会保障機関が数理業務を行うアクチュアリー及びその他の社会保障
専門家にISAP 2への適合に必要なツールに加え、社会保障数理業務に関するその他のグッドプラクテ
ィスを提供することを担保しています。

「数理業務」及び
「アクチュアリー」の定義

ISSA-ILO 数理ガイドラインは、数理的要素の関与が広く行われているまたは推奨される他の領域のみ
ならず伝統的な数理領域と見なされている領域において遂行される数理業務にもサポートを提供す
ることを企図しています。
従って、
この文脈の下で、
これらガイドラインの目的に沿った数理業務には以下が含まれます。

国際社会保障協会－国際労働機関
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¡¡

¡¡

社会保障制度の数理価値評価を行うなどの数理業務活動、国内勘定及び国内及び/または
国際会計報告関連業務、検討されている変更の持続可能性への影響の評価、 及び、給付受
給権及び積立手段の決定に必要な数理計算の実行。
これらのタスクには負債の計算、
キャッ
シュフローの予測と様々な数理係数及び多くの場合これらタスクが有資格アクチュアリーに
より遂行されることを義務付けている法制またはその他規制の決定を含むことがあります。
数理スキル及び能力が社会保障機関または管理組織に付加価値をもたらし得る場合に、投
資管理、政策策定、
リスク管理、
コミュニケーション、ガバナンス、個人への影響や年齢群と別
のグループの間との公正さと公平さの評価の検討等の領域における数理インプット。
.

別に特段の定めがない限り、
このガイドラインの目的に沿ったアクチュアリーとは以下を意味します。
¡¡

¡¡

社会保障機関に直接雇用されているアクチュアリー及び契約ベースで機関にレポート、助
言、
またはその他インプットを提供し、国内または国際レベルで認められた数理資格を持つ
コンサルティング・アクチュアリー（ガイドライン49を参照して下さい）。または、

数理業務を遂行する認定された数理資格を持たない専門家 （例、統計専門家及びエコノミ
スト） 。
このガイドラインは、状況によってはアクチュアリー以外の様々な専門家が数理業務
の実行に関わっていることがあることを認めています。
しかしながら、社会保障機関への数
理サービスの提供に関わる、
アクチュアリー組織に属さない社会保障専門家がガイドライン
49に述べられている関連の資格を有し、専門行為に関する規則に従うことは重要です。

数理資格の奨励、認定と専門職開発

このガイドラインは数理業務に関わるアクチュアリー及び非アクチュアリーの双方にサポートを提供
することを企図していますが、社会保障機関が国内数理職種の育成を促進し、認定された数理資格と
継続的専門家育成の価値を認めることは重要です。（ガイドライン51参照）。 さらに、各国がこの文書
に述べる数理業務を遂行する専門家のための資格、経験、及び能力に関する
（また、与えられたタスク
を遂行するに「適格な」人物と考えられるかどうかについても）独自の要件を設定することが出来ると
しても、
このガイドラインは数理業務を監督する人々に数理職種の重要性を認識して資格要件を設定
することを奨励しています。規制当局や監督当局は、数理業務を遂行する上で必要な能力を定義する
にあたっては、社会保障制度に特有の資格を検討すべきです。
このガイドラインはまた、数理業務を遂
行する人々が資格要件に従い、専門家としての能力開発に継続的に取り組み、IAAまたはアクチュアリ
ーが会員となっているアクチュアリー会の最低限の行動規範と整合する行動を取るよう奨励していま
す。
パート H 及び関連の補助資料に更なる詳細が述べられています。

数理が関与する領域

法令、規制、及び/または内部規則及びガバナンス手続は、数理が関与する領域及び業務を遂行する上
で求められる能力、
資格、
及び プロフェッショナリズムに影響を及ぼす可能性があります。

このガイドラインは社会保障に関してアクチュアリーが関与する可能性がある及び/または数理業務が
用いられる４つの状況をカバーしています。
¡¡

¡¡

アクチュアリーの関与が重要で、
アクチュアリーが主導的役割を果たす可能性がある業務。

¡¡

数理的技術の適用が求められるが、実際には非アクチュアリーにより遂行されていることが
ある業務。

¡¡
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規制またはその他の法的文書に従って）認定された有資格アクチュアリーにより遂行されな
ければならない業務。
数理的関与とインプットが望ましい業務。
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社会保障機関はどの業務要素が上記４分類のどれに当てはまるか自組織の状況を判断すべきです。
このことは適切に文書化され定期的に検証されるべきです。
その決定は機関内外の多くの様々な要
因次第となるでしょう。
それらには以下が含まれることがあります（但しそれらに限りません）。
¡¡

当該業務に関する規制及び監督フレームワーク。

¡¡

機関内の数理リソース及びピアレビュー・プロセス。

¡¡
¡¡

¡¡

¡¡

行われる業務の具体性、
すなわち機関及び/または社会保障制度の財政状況にもたらしうる
影響。
国内アクチュアリー職団体の発展とリソース。

（機関にとって）利用可能な外部数理リソース。
その他利用可能な専門職リソース。

他の専門職及びステークホルダーとの調整

アクチュアリーが社会保障機関管理の様々な側面により幅広く関与するようになりつつあるため、他
の専門職及びステークホルダーとの調整及び協議がより必要になってきています。
このガイドライン
は、
そうした調整が行われなければならない場合及び必要な場合、公式化されるべき場合における様
々な関与領域について定めています。
アクチュアリーが組織外の場合、適切な手続が導入され、効率的
で効果的な調整が行われるようにその手続きが確保されるようにすることは特に重要です。

機能の独立性

社会保障機関及び監督当局はアクチュアリーの独立性が確保され、維持されるよう求めるべきです。
実務上このことはアクチュアリーがデータへの十分なアクセスと、用いる最も適切な手法と前提一式
を選択し、外部からの考慮事項に不当に影響されず、推奨事項に影響を持ちうる内部圧力に従わない
ことを確保することを意味します。
この独立性が危ぶまれるまたはその可能性がある場合には、
この機
能の独立性及び取られるべき手続を確保することをサポートする規制及び法令が存在するべきです。
更なる情報がガイドライン47に提供されています。

ISSA-ILO 数理ガイドラインの構成

ガイドラインは8つの独立したパートから出来ています。
パート A, 社会保障制度の価値評価

パート B, 社会保障制度の運営管理（給付計算と係数決定を含む）
パート C, 投資問題

パート D, 報告、
コミュニケーション及び開示
パート E, リスク管理と分析

パート F, 規制問題, 基準及び専門的ガイダンス
パート G, 政策及び戦略問題

パート H, 社会保障機関内の数理専門技術 スタッフィング及び研修
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各パート内では個別のガイドラインが対象領域の様々な要素をカバーしています。
各個別ガイドライン
は以下のように構成されています。
ガイドライン。
ガイドラインはキーポイントを太字で表記し、簡潔な記述で、可能な限り明瞭に述べ
ています。

原則。
このパートはガイドラインに基づく原則と問題に対処するために導入されるべき適切な構
成を定めています。

メカニズム。
このパートはガイドラインに基づく原則が尊重されるように取られるべきステップと
プロセスを定めています。提示されたメカニズムは優れた意思決定、適正で適時の執行、及び定
期的な検証と評価を奨励する適切な統制、
プロセス、
コミュニケーション及びインセンティブを確
保するよう設計されています。

サポート資料

このISSA-ILO数理ガイドラインは社会保障制度のために行われる数理業務に関連して社会保障機関
が考慮すべき原則を含んでいます。
それらは詳細な数理マニュアルや実務基準を意図したものではあ
りません。
その目標は社会保障機関が「何を」検討すべきかを案内することであり、
「どのようにして」
と
いう問題を取り扱うことではありません。

そこで、社会保障機関へのサポートの一部として、ISSA及びILOは、社会保障機関がこれら原則を実務
に移す際の支援となるマニュアル （ILO文書、国内社会保障年金制度の数理分析のための内部ガイド
ラインなど）、グッドプラクティス、外部参照資料及びケーズスタディなどのサポート資料を開発しまし
た。
これらサポート資料については、ガイドライン専用ウェブサイト上のリンクからそれぞれの文書にアク
セスすることが出来ます。

4
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A. 社会保障制度の価値評価

社会保障制度の価値評価はその数理健全性を評価することを目的にしています。健全性は様々な方
法で定義することが出来、社会保障機関は自機関の状況と制度に対応した健全性の基準を定義すべ
きです。
ISSAグッドガバナンスガイドライン
（ガイドライン 59）で述べられている通り、社会保障制度は
持続可能性及びその他の重要要素を監視するために定期的な数理価値評価を行うべきです。

このパートにおけるガイドラインは数理価値評価の主な要素、
アクチュアリーの責任、及びアクチュア
リーが職業的責務を果たせるよう社会保障機関が取るべき行動について取り扱っています。

採用されるアプローチは数理価値評価モデルが社会保障機関により内部で開発されたか、あるいは
外部で開発されたモデルを使って価値評価が実行されるかどうかによります。 後者の場合、
アプロー
チは機関が自ら価値評価を実行するかあるいは外部数理リソースを使って行うかで、
さらに変わりま
す。
このパートでは主に初めの２つのケースに焦点を当てますが、価値評価が外部で行われ、外部のア
ドバイザーがガイドライン及び関連の数理実務基準への準拠を示すことが出来る場合でも適切なプ
ロセスが求められます。

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 1. 数理価値評価遂行の必要性

社会保障機関は、社会保障プログラムの財政状況を評価し監視するために定期的に数理価値評価が
行われるようにします。社会保障機関はさらに、新たなプログラムの開始時、
または既存プログラムに
重大な変化が起きた時にはいつでも数理価値評価が行われるようにします。

数理価値評価は主に社会保障プログラムの持続可能性を評価するために求められますが、制度の十
分性、財政及び積立上の検討事項を評価するために必要になることもあります。
また、数理価値評価
からの発見は投資決定、給付計算及びコミュニケーションあるいは開示内容にも影響を持ちます。
こ
のガイドラインは、ガイドライン 26, 41, 43 及び46さらにISSAグッドガバナンスガイドラインのガイドラ
イン59 と併せてお読みください。

原則

¡¡
¡¡
¡¡

社会保障機関は、既存プログラムの定期的数理価値評価及びプログラムに重大な変更があ
る場合には常に数理価値評価の遂行を求める関連法令を促進し、
サポートすべきです。
社会保障機関は、定期的な価値評価が確実に遂行されるよう、
リソースが利用出来るよう確
保すべきです。
リソースの管理は補完的または更新価値評価が求められる状況も考慮に入
れるべきです。

新たな社会保障プログラムを開発する際には、社会保障機関は数理価値評価を確実に行っ
て給付及び財政設計の十分性を評価すべきです。
ガイドライン41において、新しい社会保障
プログラムの価値評価に関するさらなる情報を紹介しています。

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡
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社会保障機関は数理価値評価が必要となる状況（定期的、補完的な価値評価、及び/または
価値評価の更新）及びその選定に影響を与える要因（例、 重大性レベル）を定義するにあた
り、関係当局をサポートすべきです。社会保障機関は最低開示要件のみならず、価値評価の
範囲と目的に関して必要な情報及び助言も提供すべきです。
ガイドライン46はどのような状
況において補完または更新数理価値評価が必要になるかを決定する手助けとなります。
社会保障機関は数理価値評価の最適な頻度に関し関係当局に助言すべきです。
この問題は
ガイドライン26及び43で詳しく取り扱われています。

法令上の要件が存在しない場合、社会保障機関は数理価値評価の必要性に関する内部方
針を設定し、
それに従うべきです。
この方針は文書化され、
（必要であれば外部独立専門家に
より）定期的に見直され 、行動の指針とされるべきです。

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 2. データ

社会保障機関は数理業務を実行するために必要な十分で信頼出来るデータを利用出来るよう確保し
ます。社会保障機関は社会保障制度の参加者と規程に付随するデータの管理及びデータプライバシ
ー法令と国内基準の遵守に責任を負っています。
アクチュアリーはデータの十分性と信頼性に関する
意見を提供し、
データに加えられたあらゆる修正と社会保障制度とその参加者に関する不完全なデー
タの影響を影響を説明し、
データ品質の改善について提言を行います。
十分で信頼出来るデータはあらゆるタイプの数理業務を行うために必要不可欠な要素です。
データ要
件は、行われる業務のタイプ、社会保障制度の給付構造（給付設計及び財政構成を含む）、数理分析の
性質と目的、報告要件、及び分析または報告に関するあらゆる規制または法的要件に拠ります。

社会保障制度の財政的持続可能性を評価する数理業務は、評価される制度に特定の最新データ及び
数理業務において人口及びマクロ経済フレームワークを設定するのに必要な一般的な人口及びマク
ロ経済データを必要とします。
価値評価の実施を可能にするデータには、最新の受給者と拠出者デー
タ、現在及び過去の制度規則に関する情報、及びそれら規則において計画されている、
あるいは検討さ
れている将来の変更（例、給付算定方式、基本給付パッケージ、受給資格及び保険料の算定基礎）など
があります。
過去の経験に関するデータ （例、
インフレーション、賃金上昇、投資収益率、死亡率及び罹
病率、退職率、入院/通院日数、頻度及び単価）が、
アクチュアリーが将来に関する適切な前提を策定す
る上で考慮に入れられるべきです。
数理業務に利用可能なデータは十分性及び信頼性基準を尊重すべきです。
十分性とはデータによりア
クチュアリーが以下の事を実施できるようにすることを意味します。
¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

社会保障制度の将来のキャッシュフローを予測し、適切な場合、割り引くための適切な人口
及び経済前提を策定する。
必要な数理計算を実行する。

価値評価と計算手法を確認し開発する。

数理前提を用いて結果を社会目的及び新たな経験の調整と比較出来るよう、社会保障制度
の過去の人口、財政及び投資経験を分析する。

¡¡

アクチュアリーまたは社会保障機関により必要と見做される他の種類の数理業務を行う。

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

関連している。
完全である。
最新である。
内部的に整合している。
十分な期間の過去の時系列を持つ。
他のソースからのデータと整合している。

信頼性とはデータが以下の様な状態であることを意味します。

このガイドラインは情報及びコミュニケーションテクノロジーに関するISSA
のセクションA.5、
データ 及び情報管理と併せてお読みください。

原則

¡¡

ガイドライン、
とりわけそ

社会保障機関はプロセス及びピアレビュー・プロセスの管理に誰が責任を負うのかなど、組
織内のデータ管理に関する責任を定義すべきです。
データ管理プロセスはデータのセキュリ
ティ
（バックアップ手続の詳細など）及びデータプライバシーに関するあらゆる法的要件が尊
重されるよう確保すべきです。
国際社会保障協会－国際労働機関

7

社会保障の数理業務に関するガイドライン

¡¡

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

充分考え抜かれたデータ要件が文書化され、根拠となる正当性が示されるべきです。
これら
の要件は数理業務を必要とする制度特有の必要性、及び価値評価のために採用された数
理手法及びモデルを考慮に入れるべきです。
文書化には以下を含めるべきです。

•
•
•

データ要素の特定。
データ使用の説明。

データソースの提示。

社会保障機関は外部及び内部のデータプロバイダーにデータをリクエストする際の充分に
文書化され、体系化された手続きを備えるべきです。

社会保障機関は内部データの一貫性及び外部ソース
（例、監査済財務諸表）との一貫性をテ
ストする充分に文書化され体系化されたデータ確認プロセスを構築すべきです。

遂次アプローチを用いたデータ収集が行われるべきです。
グループ分けされたデータが数理
価値評価に用いられる場合、
データをグループ分けする適切なアプローチを決定するのはア
クチュアリーの責任になります。個別データではなくグループ分けされたデータを使用する
結果の影響は適切に評価され、関係するステークホルダーに伝えられるべきです。

データの欠落は、例えば新たに創設された社会保障制度の場合など、社会保障専門家に大
きな課題を提起します。
そうした状況においては、
アクチュアリーは他のソースや制度からの
データに依拠する必要があるかもしれません。
アクチュアリーは他の機関やステークホルダ
ーと調整し、最も適切なデータが使われるようにすべきです。

メカニズム
¡¡

社会保障機関、運営者、及びアクチュアリーはデータ要件を明確に理解すべきです。

¡¡

データ確認手続が定期的に行われるべきです。
これらには適切な「合理性」
チェックを含み、
過去の数理分析及び、関連する場合、国内の他の社会保障制度に提供されたデータとの一
貫性を確保すべきです。

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡
¡¡
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社会保障機関は社会保障制度運営者が社会保障制度参加者に関する十分かつ信頼出来る
時系列の長さを持つデータベースを維持するよう確保すべきです。

アクチュアリーに提供されるデータは使用可能なフォーマットに収められるべきです。

外部データが必要な場合、社会保障機関は以下の方法により他の政府機関が保有するデー
タへのアクセスをしやすくすべきです。
:

•
•

そうしたアクセスを可能にする法令を整備する。

データアクセスのトピックに関し他の機関と契約を締結する。

新たに創設された社会保障制度及び/または十分で信頼出来るデータに欠落があるなどの
状況においては、社会保障機関はアクチュアリーのデータニーズに対処できる情報を取得す
るため国内及び/または国際機関のみならず第三者のプロバイダーとも契約締結の方法を
検討すべきです。

新設及び既存の制度両方にとって、
データが不完全で、古くなってしまっている可能性があり
ます。
アクチュアリーはそうした状況で取るべき最良のアプローチに関し社会保障機関と協
議すべきです。
これには平均データの使用などの概算値の使用を含むことがあります。
アクチ
ュアリーは分析の正確性に対するそうしたアプローチの影響を詳細に文書化し、社会保障
機関にこの分析について連絡すべきです。

I国際社会保障協会－国際労働機関
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¡¡

分析に責任を負うアクチュアリーは国内及び/または国際数理実務基準及び/またはデータ
要件、
チェックと確認手続、不完全なデータの使用、及び限界の開示、
さらにデータに関する
その他の側面を述べているIAA ISAP 1 及びISAP 2などのその他の関連ガイダンスを遵守す
べきです。

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 3. 前提

社会保障制度の価値評価に用いられる前提は資金調達目的に従い、かつ国の総合的な社会経済環
境と整合して制度の価値を測るのに十分なものです。前提の策定は歴史的傾向の分析と将来を見据
えたアプローチとを組み合わせます。社会保障機関は前提を設定するプロセスについてアクチュアリ
ーに主たる責任を課します。
アクチュアリーは数理業務に用いられる前提が個別かつ総合的な視点か
ら合理的で適切かどうか意見を提供します。
その性質として、社会保障プログラムは人口の幅広いセグメントをカバーします。
このため、経済全体
及び国内全体の経済及び人口の前提が社会保障価値評価を行う上でしばしば必要になります。社会
保障価値評価のための前提の策定はしばしば社会保障機関の専門家、様々な政府組織、及び独立の
専門家団体など多くの当事者からのインプットを得て行う共同作業となります。
さらに、前提の一部は
法律により規定されていたり、様々な政府組織から提供されたりすることがあります。

原則

¡¡
¡¡
¡¡

社会保障機関は前提を設定する責任を定めるべきです。前提を設定するプロセスにおける
アクチュアリーの役割と責任は明確に定義されるべきです。
社会保障機関はアクチュアリーの独立性を保証し、誰も不当な影響を行使しないよう確保す
べきです。
特に、用いられる前提がアクチュアリーの最良推計を表さない場合には、最良推計
前提に基づく代替の結果が提示されるべきです。
さらに、最良推計からのそうした乖離の正
当化は、影響が重大なものである場合、
アクチュアリーに提示されるべきです。
社会保障制度の価値評価に必要な前提は、特定され、正当なものと位置づけられ、かつ文
書化されるべきです。
これら要件は以下を考慮に入れるべきです。

•
•
•
•
•

¡¡

¡¡

¡¡
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•

社会保障制度の規程。

社会保障制度によりカバーされる人々の人口動態及び経済的性向に影響を及ぼす要
因。
社会保障制度の資産方針及び、該当する場合、投資方針 。

制度の資金調達に影響を及ぼし得るあらゆる政策及び/または取り決め（例、医療サー
ビスプロバイダーとの契約、労働協約等）。
社会保障制度の価値を測るために使われる手法、評価される数理的手段の定義を含
む。
値評価モデル要件。

アクチュアリーは様々な前提の重大性を評価すべきです。
すなわち、異なる前提により価値
に変動がある場合、価値評価の結果における変動の影響と性質がどのくらい大きなもので
あるか、
ということです。
この分析は適切な前提を策定する上で投入されるべきリソース、代
替シナリオ、及び、例えば、どこにより幅広い推計を用いることが出来るかを示すことを決定
するために使われるべきです。
個々の前提を策定するために費やされるリソース （時間、人
員、予算）は、結果の正確性及び信頼性に対し及ぼすであろう影響に見合ったものであるべ
きです。

社会保障機関は前提の策定に必要な関連知識及び情報源へのアクセスを確保すべきです。

前提策定のプロセス及び最終的な前提の根拠は文書化されるべきです。文書には以下が含
まれるべきです。

•
•

前提の社会経済的背景。

過去の傾向及び経験の分析。

国際社会保障協会－国際労働機関
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¡¡

•
•
•
•
•

前提を策定するために使われた手法。

前提の基礎、例、歴史的経験、判断、法的要件、外部専門知識の使用、
その他。
最終前提。

前提と、もし存在するのであれば、国内経済計画及び予測及び人口予測との比較。
前提設定プロセスに使われた情報源。

前提が法律により規定されている場合、
（例、死亡率、数理上の削減係数計算に使われる割
引率）、社会保障機関はこれらの前提が国の人口及び経済環境と言う点から適切であるよう
確保すべきです。
そうでない場合、社会保障機関は法制化された前提の見直しと更新のプロ
セスに取りかかるべきです。

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

社会保障機関はアクチュアリーに前提策定に必要とされる情報及び知識への適正なアクセ
スを提供すべきです。
社会保障機関は特に以下を行うべきです。

•
•
•

人口と経済の傾向に関する国内及び国際データ、及び定評ある国内及び国際専門家
及び組織からの短期的経済及び金融予測へのアクセスを容易にする。
社会保障制度の経験に関するデータへのアクセスを確保する。

前提策定に関係する領域における国内及び国際専門団体とアクチュアリーとの協働を
促進する。

分析に使われる前提がアクチュアリーの最良推計を表さない場合、社会保障機関及びその
他のステークホルダーはアクチュアリーの最良推計前提に基づく代替の結果を精査し、
それ
らの結果を文書化する。

結果の不確実性を示す追加の前提のセットが（ガイドライン8に従い）策定される必要があり
ます。

法制化された前提の場合、社会保障機関はそうした前提の適切性を評価するためにアクチ
ュアリーに前提経験値の研究 （例、死亡率研究） を行うよう要請すべきです。
それらの経験
値研究は定期的に行われるべきです。社会保障機関はそうした研究のデータの統計的な信
頼性を確保できるようにすべきです。
新たに創設された社会保障制度及び/または前提の策定に必要な情報に欠落があるその他
の状況については、社会保障機関はアクチュアリーの要請を満たし得る情報を取得するた
めに他の国内及び/または国際社会保障制度と契約を締結することを検討すべきです。
分析に責任を負うアクチュアリーは国内及び/または国際数理実務基準及び/または前提設
定プロセスを述べているIAA ISAP 2などのその他関連ガイダンスを遵守すべきです。

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 4. 価値評価手法

価値評価手法は社会保障制度の資金調達アプローチと整合しており、
その持続可能性手段または指
標の数理評価を可能にします。
アクチュアリーは手法の適切性に関する意見を提供します。

社会保障制度の状況を評価するために使われる手法の選択はしばしば社会保障機関が責任を負い
ます。法律が用いられる手法の少なくとも一部の要素について特定することがあります。
アクチュアリ
ーは価値評価手法及び財政健全性の適切な手段の選択について （後者についてはガイドライン42及
び43においてより詳細が説明されています） 社会保障機関に、最終的には政策立案者に、助言すべき
です。
新制度及び改正された制度の財政状況を評価する際の具体的な検討事項はガイドライン40、41
、43及び46においてカバーされています。

原則

¡¡

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

社会保障機関は以下を決定するために様々な価値評価手法を評価すべきです。

•
•
•
•

社会保障制度の持続可能性の数理評価及び数理上の計測の適切性。

給付の十分性及び給付負担力の分析などの数理評価の他の目標の適切性。
制度の資金調達アプローチと資産形成方針の整合性。

制度の資産形成目的（例、保険料率の安定性、給付の安全性、拠出あるいは給付の水
準）が達成可能かどうか評価する能力。

予測手法は制度設計における変更可能性に対応出来るよう、柔軟であるべきです （例、給
付規程の改正、年金スライド方法、資格要件、異なる給付の組み合わせ、望ましいサービスプ
ロバイダー、
その他）。

社会保障機関は価値計測手法の適切性評価の責任をアクチュアリーに委譲するか、少なく
とも手法の適切性に関する正式な数理上の助言を求めるべきです。
法定化された価値評価手法の場合、社会保障機関は、
アクチュアリーの支援を得て、定期的
にその適切性を検証すべきです。

法定化された手法またはその要素のいずれかが不適切であることが検知された場合、社会
保障機関は法律修正のプロセスを開始すべきです。
.

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡
¡¡
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社会保障機関は制度の資産形成目的を定義し、
及び/または持続可能性手段を発展させるべ
きです。
これは積立及び資金調達上の検討事項に関するガイドライン42、及びISSAグッドガバ
ナンスガイドラインのガイドライン58の内容を考慮に入れてなされるべきです。

アクチュアリーは価値計測手法が資金調達のあらゆるリソースを適正に反映するよう確保す
べきです。
例えば、
雇用主、
従業員及び/または国家の負担金、
一般目的税収、
投資収益などで
す。

アクチュアリーは適切な予測期間の長さを決定すべきです。
予測期間が長くなると、
より妥当、
正確、
かつ適切な結果に繋がる可能性がある一方、期間が長くなればそれだけ、
キャッシュフ
ロー予測を巡る不確実性は増すことになります。

アクチュアリーはオープンまたはクローズド手法が用いられるべきかどうかの意思決定をすべ
きです。
部分積立及び賦課方式（PAYG）制度は、所与の年度において現在の拠出者が払う保
険料を、
現在の受給者への給付支払に使うことを可能にする社会的契約を意味しています。
そ
の結果、
そうした社会的契約は現在及び過去の拠出者が将来の拠出者の拠出に対し請求す
ることとなります。
異なる手段（バランスシートを通じた手段を含む）による社会保障賦課方式

国際社会保障協会－国際労働機関
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¡¡
¡¡

（PAYG）または部分積立方式の財政的持続可能性の適正な評価はこうした請求を考慮すべ
きです。
オープングループ手法は現在及び将来の制度参加者の拠出及び給付を考慮し、賦課
方式（PAYG）及び部分積立社会保障制度にとって最も適切と見做されています。
またそれは完
全積立給付が目的の制度にも用いられることが出来ます。
クローズドグループ手法は現在の
制度参加者のみを考慮し、給付を完全に積み立てることを目的とした制度にしか適切ではあ
りません。
偶発事象に基づく制度（例、 確定給付年金制度、
障害プログラム、
医療システム、
その他）の数
理価値評価の場合、
価値評価手法は制度加入者及び受給者の年齢-性別構成、
及び給付規程
の進展を考慮に入れた群団ベースのキャッシュフロー予測に基づくべきです。
分析に責任を負うアクチュアリーは国内及び/または国際数理実務基準及び/または数理価
値評価に用いる手法を述べているIAA ISAP 2などのその他関連ガイダンスを遵守すべきです。

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 5. 予測モデル

予測モデルは数理的健全性原則に基づいて構築されます。予測モデルは社会保障制度の重要規程を
評価し、妥当な予測期間におけるそのキャッシュフローを予測し、
また適切な場合、選択された持続可
能性及び十分性手段を評価することが出来ます。

原則

¡¡

¡¡
¡¡
¡¡

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

アクチュアリーと協議している社会保障機関は社会保障制度の価値評価を行う上で決定論
的、確率論的、
またはハイブリッド（決定論的に一部確率論的要素）予測モデルのどれが使わ
れるべきかを決定すべきです。また、
モデルはマクロ要因ベースモデルであるべきか、推移確
率に基づくミクロシュミレーションモデルであるべきか、
またはそれら二つの 混合型であるべ
きかを決定すべきです。モデルは1つ以上用いることが出来ます。

社会保障機関は内部で開発された予測モデルか、外部で開発されたものか、
どちらの予測モ
デルが使われるべきかを決定すべきです。
そうした評価は定期的間隔でなされるべきで、
そ
の評価の結果は文書化されるべきです。

内部モデルを使用する場合、
アクチュアリーは予測モデルの策定、確認及び維持に関与すべ
きです。
社会保障機関は機関のアクチュアリーが内部でモデルを策定するための適切なリソ
ースを提供すべきです。
社会保障機関スタッフにより実行される外部モデルを使用する場合、選定プロセスは競合を
伴う透明なものであるべきです。
モデルはその適切性及び研修、文書化及び継続的な技術的
サポートを受けることが可能かどうかの観点で評価されるべきです。
アクチュアリーはこのプ
ロセスに積極的に関与すべきです。社会保障機関は用いられる手法及び異なる前提に対す
るモデルの感応性を含め、
モデルが完全に理解されるよう確保すべきです。

外部リソースが外部モデルを使って価値評価を行う場合、社会保障機関は使用されるモデル
が適切で、価値評価を行うためにモデルを使う外部数理リソースが適切に実行するよう確保
すべきです。
これには価値評価を遂行する外部数理リソースに適正なピアレビュー・プロセス
が存在する
（ガイドライン48参照）
ことを含みます。

社会保障機関及びアクチュアリーは適正なモデルガバナンス手続を構築すべきです。 特に、
予測モデルは透明で充分文書化されるべきです。

モデルガバナンス手続策定において、
アクチュアリーは関連する国内基準またはIAA ISAP 1A:
「モデルのガバナンス」などの国際基準に従うべきです。

社会保障機関はモデル維持のために、及び継続的研修と技術サポートを提供するために人
的及び予算リソースを割り当てるべきです。

メカニズム
¡¡

¡¡
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予測モデルが決定論的または確率論的手法のどちらに基づくべきか決定するにあたっては、
アクチュアリーは両方の手法の長所と短所を評価すべきです。社会保障制度はしばしば複
雑な取決めであり、全面的に確率論的手法をモデル化するのは極めて困難です。しかしなが
ら必要に応じ予測モデルに確率論的要素を取り入れることは検討に値します(例、給付の分
布効果を計測することが必要な場合）。場合によっては幾つかの補足モデルが使われること
があります。
予測モデルが内部で開発されるべきかどうかを決定するにあたっては、社会保障機関は、機
関が責任を負う制度の数、予測モデルを開発し維持する上で機関が必要とする現在及び将
来の専門技術、人的リソース、及び技術的リソースの可用性を評価すべきです。

国際社会保障協会－国際労働機関
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¡¡
¡¡

アクチュアリーは社会保障機関がモデルの選択に関し意思決定する上で支援となる詳細な
モデル要件を開発すべきです。
モデル要件には以下を含みますが、
それらに限定されません。

•
•
•
•

¡¡
¡¡
¡¡

¡¡

•

社会保障制度に関連する偶発事象に関係する十分な数の推移確率（例、死亡率、障害、
罹病率、
その他）を取り扱う能力。
社会保障制度の収入及び支出の全要素の予測に関する具体的要件。
予測期間の長さに関する要件。

社会保障制度への新規参加者を考慮した（オープングループ予測）予測を行うモデルの
能力。
国の人口など大規模グループに基づく予測を行うモデルの能力。

社会保障機関がモデルの使用に責任を負う場合、機関は適正な技術的専門知識がその内
部で維持されるよう、予測モデルに関する適切な研修を提供すべきです。

内部モデルを構築して使用する場合、
この研修はモデルの設計及び運用双方と生ずる結果
のピアレビューを取り扱うべきです。

外部モデルを使用して価値評価を社会保障機関内で行う場合、設計については通常外部プ
ロバイダーが全面的に責任を負うことから、社会保障機関のアクチュアリーは使われるモデ
ルとその運用の基礎となる前提を含めたモデルの十分な理解が確保されるよう、あらゆる
必要な手段を講ずるべきです。
研修はモデルの運用と生ずる結果についてのピアレビューに
関して提供されるべきです。
モデルを変更する場合 （例えば外部から内部モデルに移す場合）アクチュアリーは旧モデル
で導かれた結果を新モデルで再作成し、著しい相違がある場合には説明すべきです。

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 6. 社会保障制度の資産価値の決定

社会保障制度の資産価値決定のために選択される基礎は制度の持続可能性の手段または指標と整
合しています。

このガイドラインはガイドライン23及び24と併せてお読みください。

原則

¡¡

¡¡

社会保障機関は、
アクチュアリーの支援を得て、制度の資産価値評価のための適切な基礎
を選ぶべきです。
この選定は文書化され定期的に再評価されるべきで、制度の持続可能性を
評価する手段と整合しているべきです。

アクチュアリーは資産価値の報告の性質及び付随する説明文書に関する決定にインプット
を提供すべきです。

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡
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アクチュアリーは資産価値に関する適正な情報源（例、 監査済財務諸表）を特定し、
この情
報が選定した持続可能性手段を評価する上でどの程度まで適切かを評価すべきです。

対象資産価値の一時的変動を避け、社会保障制度の長期的性質と時間軸により整合すると
考えられる資産価値が反映されるよう、制度の資産価値評価の基礎には平滑化技術を含め
ることが出来ます。

アクチュアリーは価値評価日に定められた資産価値が適切な期間に亘る制度の収入と支
出を適正に反映していることを確保し、資産と負債の決定における一貫性が確保されるよう
にするべきです。
例えば価値評価日後に給付が支払われ、あるいは拠出が受領されたが、価
値評価日前の期間に割り当てられたことを反映するため、資産価値を調整する必要がある
ことがあります。
.

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 7. 調整

社会保障制度の価値評価は持続可能性手段の価値、財務指標、及び過去と現在の価値評価の間にお
けるその他の関係する結果の調整を含みます。社会保障制度のリスク管理の一環として、社会保障機
関は継続する価値評価の間の結果における変化の主な要因を精査します。
直近2回の価値評価の結果の調整は社会保障制度に新たに生じているリスクの特定を可能にする有
力なツールです。
それは結果の正確性を確保することに役立つ内部統制としても機能します。

原則

¡¡
¡¡

社会保障機関は、
アクチュアリーと共に、持続可能性手段、財務指標、及び調整が必要なそ
の他の結果を定義すべきです。
これらの指標は制度の積立方針と整合して選定されるべきで
す。
調整される事項の選定は文書化され、定期的に検証されるべきです。
社会保障制度の価値評価に関する報告には、持続可能性手段、財務指標、及び直近2回の
価値評価間のその他の結果の調整のためだけに割かれたセクションを含むべきです。.

メカニズム
¡¡

¡¡

¡¡

持続可能性手段、財務指標、及び調整対象となり得るその他の結果には以下を含むことが
ありますが、
それらに限定されません。

•
•
•
•
•
•
•

資産と数理上の負債間の相違 （完全積立方式についてはクローズドまたはオープング
ループ手法を使って決定、賦課方式（PAYG）及び部分積立方式についてはオープングル
ープ手法を使って決定）。
賦課方式（PAYG）率。
平準保険料（GAP）。
関連保険料率。
数理上の収支。

国内総生産に対するパーセントとしての合計支出。
支出対資産率。

一部要素の調整には過去の価値評価結果の予測が必要になる可能性があります。

2つの連続する価値評価の予測における相違の原因は以下の通り説明されるべきです。

•
•
•
•
•

最後の価値評価以降の前提と経験の間の相違。
このプロセスは使用する適切な前提に
関する意思決定に有用です。
2回の価値評価間の前提の変更。
2回の価値評価間の手法の変更。
対象とする人口の大きな変化。

社会保障制度の規程変更（例、給付規則または資金調達要件の変更）。
.

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 8. 結果の不確実性

社会保障制度の価値評価は将来の不確実性分析とその制度への影響を含みます。
アクチュアリーは
将来の不確実性に基づくリスクを特定し、可能な場合、計量化します。

価値評価は将来事象に対処するため、不確実性はそこに本来的に付きまとうものであり、数理価値評
価の使用者はこの事実を認識しなければなりません。 社会保障制度の数理分析は多くの前提だけで
なくモデルにも基づいています。社会保障制度は非常に複雑で、
その将来収入及び支出は多くの経済
及び人口要因に拠ります。
従ってモデルは将来の現実を完全に表すものとはなりません。
さらに、社会
保障制度のキャッシュフロー予測は将来の時間軸に沿って行われます。時間の経過と共に、出現する
姿はあらゆる数理価値評価の予測とは殆ど確実に異なるものになります。

社会保障機関は、
そのリスク管理プロセスの一環として将来の不確実性を特定し、
それらが社会保障
制度に呈するリスクに対処すべきです。
このガイドラインは本ガイドラインのパートEと併せてお読みく
ださい。

原則

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

アクチュアリーと協働する社会保障機関は国内及び国外の人口及び経済環境を定期的に
検証し、社会保障制度に重大な影響をもたらす可能性のある傾向を特定すべきです。

決定論的なモデルの場合、
アクチュアリーは代替となる異なる前提のセットを策定し、
アクチ
ュアリーと協働する社会保障機関により特定されたリスクの影響を計量化すべきです。
確率論的またはハイブリッドモデルの場合、一つ以上のインプットについてランダム変動させ
ることにより異なる潜在的結果の確率分布を推計する確率論的手法の使用により、不確実
性が例証されるべきです。
更なる代替前提のセットが必要になる可能性があります。

社会保障制度の価値評価に関する報告には、結果の不確実性についてのセクションが含ま
れるべきです。

メカニズム
¡¡

¡¡

¡¡
¡¡
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結果の不確実性セクションにおいて提示される感応度テストの妥当性と合理性は価値評価
の都度、検証されるべきです。
感応度テストには以下を含むことがありますが、
それらに限定されません。

•
•
•
•
•

個々の前提における変動への感応度。
楽観的及び悲観的シナリオの使用。

特定の人口及び経済環境を例証するシナリオ。

テール事象を例証するシナリオ。

ストレステスト。

感応度テストの開発において、
アクチュアリーは確率論的及び決定論的手法の組み合わせ
を用いることが出来ます。
最終的には、
アクチュアリーはテストの合理性と妥当性を確保する
ために、自らの職業的判断を用いるべきです。

アクチュアリーは社会保障機関及び制度のその他のステークホルダーに対し効率的に不確
実性を伝える方法を検討すべきです。
この問題に関してはガイドライン 25及び28を参照すべ
きです。

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 9. 報告

社会保障制度の数理価値評価に関する報告作成にあたり、
アクチュアリーは報告先のみならず、法令
要件と関連する職業基準及びガイダンスを考慮すべきです。

社会保障プログラムの数理価値評価に関する報告は、数理価値評価プロセスの最終成果物とも考えら
れます。
それはステークホルダーに対し、
社会保障制度に関する責任ある意思決定を行うために必要な
情報を提供するツールなのです。
従って、社会保障機関及びアクチュアリーは数理価値評価に関する包
括的で、透明で、
かつ明示的な報告を作成するためにあらゆる努力を払うべきです。
このガイドラインは
ガイドライン 11、
25、
26、
27及び28と併せてお読みください。

原則

¡¡

¡¡

¡¡
¡¡

数理価値評価に関する報告は、外部専門家検証を行うことが出来、
（ガイドライン11参照）示
された結果に基づいてステークホルダーが健全な意思決定を行えるに十分な情報を収めて
いるべきです。
それは数理的な背景知識を持たない人々を含め、あらゆるステークホルダー
にとって理解しやすく、
曖昧では無い語彙を以て書かれるべきです。

数理価値評価に関する報告は、
データ、前提及び手法の適切性、
さらに行った業務における
その他の重要な要素に関するアクチュアリーの見解を述べた意見を収めているべきです。
こ
の意見は国内アクチュアリー組織によって規定され、国際アクチュアリー会によって認定され
た、
そうした意見を作成する職業要件を完全に満たすアクチュアリーにより署名されるべきで
す。
社会保障機関は数理価値評価に関する報告のみならず、数理価値評価に関する補足的情報
が関連するあらゆる言語で利用出来るよう確保すべきです。

より技術的な性格のニーズに対処し、
また、
ステークホルダーによる報告の理解を促進する
ために、
さらなるコミュニケーションが求められることがあります。.

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡
¡¡

分析に責任を負うアクチュアリーは、国内及び/または国際数理実務基準及び/または数
理報告の内容を含めた数理価値評価に関連するコミュニケーションを取り扱っているIAA
ISAP1及び ISAP 2などのその他の関連ガイダンスを遵守すべきです。

社会保障機関はアクチュアリーの数理報告作成を支援するために、該当する場合、
コミュニ
ケーション及び翻訳のリソースを割り当てるべきです。

社会保障機関とアクチュアリーは、数理価値評価のどの部分が追加的な技術的コミュニケ
ーションにより対処されるべきか定期的に協議すべきです。
そうした協議の結果、作成される
べき追加報告（例、数理研究や教育用文書）の予定が定められるべきです。
社会保障機関とアクチュアリーはステークホルダーの理解を高めるために、どのコミュニケ
ーションが追加されるべきか決定すべきです。
そうしたコミュニケーションは、
とりわけ、用語
集、法令の概要、
プログラムの規程、及び追加的な統計情報を含むことがあります。

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 10. 業務管理

社会保障機関に内部の数理部門がある場合、その業務運営に関する定期的監査が行われるべきで
す。
社会保障機関が外部の数理プロバイダーを雇う場合、両者は社会保障機関が外部プロバイダーの
プロセスの適切性を監視する方法について合意します。
数理価値評価を含む数理業務の品質は、内部数理部門または外部プロバイダーの内部プロセスの品
質に拠ります。
従って社会保障機関は、適切な業務上の統制が導入されるよう確保すべきです。

原則

¡¡

¡¡

社会保障機関は数理部門の業務監査について文書化された方針を作成すべきです。特に、
この方針は以下について具体的にすべきです。
:

•
•
•
•

監査の主目的。
監査の頻度。

監査されるプロセス。

監査人の責任とプロセスの数理部分。

外部プロバイダーの場合、
社会保障機関は契約の一環として、
外部プロバイダーのどのプロセ
スがどのように社会保障機関により監視されるか具体的にすべきです。

メカニズム
¡¡

¡¡

¡¡

¡¡
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社会保障機関は内部数理部門の業務監査について、内部監査人を使うか、
または外部監査
人を雇うかいずれかによって実施することが出来ます。
業務監査は、
とりわけ、以下のプロセスについて対処すべきです。

•
•
•
•
•

データ確認手続。
データ保護手続。

内部ピアレビュー手続。
文書化手続。

データバックアップと事業継続計画。

社会保障機関は自らの監査人を外部プロバイダーのプロセスの検証に送り込むことを決定
することが出来ます。代替的に、社会保障機関は外部プロバイダーの内部監査及び/または
第三者による確認検証の結果に依拠すると決定することが出来ます。
どの場合でも、選択し
たアプローチの根拠は文書化されるべきです。
選択されたアプローチは定期的に検証され、
再評価されるべきです。
アクチュアリー（内部雇用及び外部プロバイダーの両方）は業務監査に協力し、ガイドライン
12に従い、結果として提示される推奨事項に従うべきです。

国際社会保障協会－国際労働機関

社会保障の数理業務に関するガイドライン

ガイドライン 11. 外部専門家による検証

社会保障機関は社会保障制度の価値評価に関し行われた業務について定期的に外部専門家による
検証を委託します。
価値評価に責任を持つアクチュアリーは外部検証者に全面的に協力します。

原則

¡¡

¡¡
¡¡

社会保障機関は、社会保障プログラムの価値評価に関し行われた業務の、外部専門家によ
る、外部検証の委託に関する方針を整備すべきです。
この方針は特に以下を特定すべきで
す。

•
•
•
•
•
•

外部専門家による検証の頻度。
委託事項。

検証者の選定プロセス。

検証者の能力、経験、及びスキル。
検証の時期。

検証の成果物。

検証者の選定プロセスは透明であるべきです。社会保障機関は検証者が機関から独立して
いることを確保すべきです。
社会保障機関は価値評価に責任を持つアクチュアリーに対し、外部検証者と明確かつ効果
的に連絡を取るよう指示すべきです。

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

外部専門家による検証の委託事項は以下の領域についての精査を対象とすべきです。
ただ
し、
それらに限定されません。

•
•
•
•
•

価値評価業務に関わる専門家の資格。
関連実務基準と法令要件の遵守。

価値評価業務に使われるデータの可用性と品質。
手法と前提の合理性。

価値評価業務の結果についてのコミュニケーションの品質。

外部専門家検証者の選定プロセスでは、資格ある人物が選定されるよう確保すべきです。社
会保障機関は検証者の選定を外部第三者事業者に委譲することを希望する事が出来ます。
代替的に、社会保障機関は検証実施に定評のある事業者の外部専門家と契約することが出
来ます。

外部専門家検証者は委託事項に含まれる全事項に関する意見を述べた報告を作成し、適
宜、価値評価業務及びプロセスにおける修正及び/または改善のための推奨事項の詳細な
リストを作成すべきです。
外部専門家による検証は社会保障機関とアクチュアリーが検証の推奨事項を分析し、該当
する場合、実行できるような仕方で時間が調整されるべきです。

外部専門家検証者との連絡及び調整において、価値評価に責任を持つアクチュアリーは国
内及び/または国際数理実務基準及び/または特にIAA ISAP 1 及び ISAP 2などのその他関
連ガイダンスを遵守すべきです。

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 12. 業務監査及び外部専門家による検証からの推奨事
項の遵守

社会保障機関は業務監査及び外部専門家による検証で提示された推奨事項を適切な時期に適切な
方法で対応し、実施することを確保します。

原則

¡¡
¡¡

¡¡

社会保障機関は、監査及び外部専門家による検証からの推奨事項に対処するために必要な
リソースをアクチュアリーが持てるよう確保すべきです。
推奨事項の実施は適切に監視されるべきです。

社会保障機関が監査及び/または外部専門家による検証からの推奨事項を実施しないと決
定した場合、
その理由は完全に文書化されるべきです。

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡
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社会保障機関と価値評価を行うアクチュアリーは推奨事項を検証し、どれが彼らのコントロ
ール出来るものか決定すべきです。

社会保障機関と価値評価を行うアクチュアリーは、推奨事項の実施計画を適宜作成すべき
です。
この計画には実施に責任を負う当事者の特定、取られるべき行動、実施の時間軸、及
び予想される結果を含めるべきです。
推奨事項に対する回答は適切な当事者（理事会 （あれば）、管理者、内部監査または外部専
門家による検証者、その他）に提供されるべきです。
これらの回答は取られた行動とその成
果について記述すべきです。回答には、必要な場合、特定の推奨事項について対処しない根
拠も示すべきです。

国際社会保障協会－国際労働機関
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B. 社会保障制度の運営管理

アクチュアリーは日常の管理及び社会保障制度の運営に関する問題に大きな役割を果たす可能性が
あります。
こうした役割は個人に対する給付額、及び特定の状況下に適用する係数の計算を含みます。
適切なピアレビュー・プロセス同様、使用される手法と前提が極めて重要です。
アクチュアリーの検討
が給付の十分性及び制度の持続可能性に大きな影響を及ぼします。

このパートにおけるガイドラインは異なる状況における適切な係数と給付受給額の決定におけるこの
ような問題を取り扱っています。

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 13. 給付受給額の決定

社会保障機関は制度を統治する法律及び規則に従い給付受給額を算定します。
給付受給額を算定す
る上で必要なあらゆる数理計算は一般に認められた数理原則に従って行われ、適切なピアレビュー・
プロセスが設けられています。
アクチュアリーの役割は、給付額の決定に必要な一定の係数の決定のみならず、給付の計算も含むこ
とがあります。
このガイドラインはガイドライン14及びISSA ICT（情報通信技術）ガイドラインのガイドラ
イン19と共にお読みください。

原則

¡¡
¡¡

¡¡

社会保障機関は、制度参加者が制度を統治する法律及び規則に従って得られる給付を確実
に受けるよう必要なステップを取り、
これらの給付が参加者個々の過去の保険料、収入及び
付与されたサービスの記録に基づくことを確保すべきです。

社会保障給付の計算はしばしば数理インプットを必要とします。
そうしたインプットは定期収
入と同等額の一時金の計算、年金価額の計算、勘定に付与される投資収益率の計算、数理
的な等価係数の計算、家族構成の変化に関連する計算、及び遺族給付の計算を含みますが
これらに限定されません。
アクチュアリーは給付計算に用いられる数理係数の決定のみなら
ず、給付額の計算に必要な計算モジュールの開発と維持にも関わるべきです。

給付受給額と数理係数の計算に用いられる数理前提は合理的、適切、かつ妥当であるべき
です。

メカニズム
¡¡

¡¡

¡¡

¡¡
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社会保障機関は給付計算の決定に用いられるデータが完全、正確かつ確認済みであること
を確保するために必要な手続きを導入すべきです。
給付計算書に使われる重要データは、受
給者が自らそれらが正しいことをチェック出来るように要約されるべきです。
こうしたデータ
には生年月日、家族状況、給与及び保険料納付記録が含まれることがあります。

給付受給額の計算はマニュアルのデータ入力、及び算定式または給付係数の不正確な適用
を排除するため出来得る限り自動化されるべきです。
しかしながら、正確性を確保するため
適切な合理性とそうした計算のランダムなマニュアルチェックが必要です。
あらゆるマニュア
ルのデータ入力及び計算は他の事務スタッフ及び/または数理スタッフによりチェックされる
べきです。
アクチュアリーは計算モジュールと給付係数の開発を支援すべきです。
ISSA ICT（
情報通信技術）ガイドラインは用いられるべきデータの品質とデータ処理がどう管理される
べきかについてさらに詳細を記載しています。

あらゆる風評リスクを軽減するため、社会保障機関は給付計算のエラーに対処する方法に
関する方針を策定すべきです。給付の過程においてまたはその後にエラー見つかった場合、
エラーは法令または給付規則に沿って修正されるべきです。
給付が支払不足の場合は、
エラ
ーは遡及的に修正されるべきです。
過払いの場合、社会保障機関は過払い額をどう取り扱う
か検討すべきです。
アクチュアリーは徴収すべき額または支払うべき額のいずれかがある場
合、適正に計算し、後の決済のために適切な金利選定を用いることができるようにすべきで
す。
アクチュアリーは給付受給額の決定及び数理係数算定に用いられる数理前提を定期的に
検証すべきです。

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 14. 数理係数の決定

数理係数は一般に認められた数理原則に従って決定されます。
係数計算において、不当または不公正
な差別はありません。

このガイドラインは確定給付制度における給付受給額の決定に用いられる係数計算について述べて
います。
これら係数は繰上げ及び繰下げ退職係数、一時金から定期支払及びその逆の転換率、
さらに
完全及び一部障害給付及びその他の社会保障給付を含みますが、
それらに限定されません。

原則

¡¡
¡¡

¡¡

数理係数は適用される数理基準に従った前提と手法に基づくべきです。係数計算において
不当な差別はあってはなりません。

数理係数は適切な性別基礎に基づくべきであり、不当な性差別をもたらすものであってはな
りません。
数理係数が性別に中立的でない場合、
アクチュアリーは社会保障機関に男性及び
女性受給者に提供される給付に対しての性差を持つ数理係数を使うことの影響について、
更に具体的に言えば給付十分性に対する影響について、通知すべきです。
そうした係数が性
差に中立的である場合、
アクチュアリーは制度の財政にとってのあらゆる重大な影響及び性
差に中立的な係数がもたらしうるあらゆるマイナスのインセンティブを評価すべきです。
数理係数は、原則として、
コストに中立的であるべきです。
しかしながら、
ステークホルダーに
よりコストに中立的でない数理係数（例えば特定の雇用政策目的の繰上げ/繰り下げ退職
係数）を使用する意思決定がなされる場合がありえます。
また、法令及び/または数理基準が
特定のタイプの計算 （例、一時金受給額の計算）のための前提を規定していることがありま
す。 そうした場合、
アクチュアリーはコストに中立的でない係数を使用することによるコスト
への影響を評価すべきです。

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡

¡¡
¡¡
¡¡

性別に中立的な数理係数は、制度参加者の性別分布を反映して男性及び女性の死亡率表
を適切に加重平均して作成された男女両用の死亡率表を使って計算されるべきです。

コストに中立的であるためには、数理係数は数理価値評価に用いられたものと同じ前提を
使って計算されるべきです。

将来の死亡率改善は数理価値評価において通常考慮に入れられます。
数理係数計算に同じ
死亡率改善の前提を使うことは異なる群団に異なる動的係数を使うことを意味し、制度運
営を実施するには複雑すぎる可能性があります。
運営を簡素化するために、数理係数の計算
に使われる死亡率は所与の年数に対して一定に保つことが可能です。
そうしたアプローチの
コストへの影響は評価されるべきです。
数理係数が制度に対しコスト中立的でない場合、
そのアプローチとコスト中立係数を使った
場合とを比較した財政的影響は、
ステークホルダーが使用される前提について十分な情報
を得た上での決定をするために、彼らに伝えられるべきです。

使用される前提に現在の経済及び人口環境を適切に反映することは重要である一方、機関
及び/または政策決定者は長期に亘る安定的な係数を求める可能性があります。従って、用
いられる係数はある点で真にコスト中立な率とは異なる可能性があり、
アクチュアリーは制
度の資金調達にとってのこうした差異による影響を評価する必要があります。

特定の積立方式の制度においては、受給者が制度から脱退する時に支払われる額は、制度
において累積した権利を反映して決定される必要があります。
幾つかの例では、市場の状況
を考慮に入れた調整がなされます。
アクチュアリーは給付支払の決定においてどの係数を
適用すべきか助言すべきです。
国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 15. プロビデントファンド勘定に付与される投資収益率
の決定及び結果として生ずる財政的影響

受給者のプロビデントファンド勘定に付与される投資収益率の決定において、
アクチュアリーは関連す
る係数、制度の持続可能性に関する意思決定の影響、及び給付の十分性を考慮します。
アクチュアリ
ーは適切な前提と手法の開発及び推奨事項の策定において自らの判断を用います。

プロビデントファンド運営の基礎となる重要な原則は、
プロビデントファンド勘定残高の合計は概ねフ
ァンド資産の合計価値と等しいということですが、一連の係数と方針目的の変更の影響は、付与され
るリターンが実際に資産にもたらされるリターンと異なってくる可能性があることを意味します。受給
者のプロビデントファンド勘定に付与される投資収益率は法令要件、制度の設計、対象資産にもたら
される実際のリターン、平滑化政策、及び、もしあれば、保有されている投資準備金の額などの係数に
拠ります。このガイドラインはガイドライン6、21、及び23と共にお読みください。

原則

¡¡
¡¡

¡¡

プロビデントファンド勘定に付与される投資収益率が法的文書又は制度規則により保証さ
れている、又は定められていて、対象資産のリターンと直接に関係しない場合、
アクチュアリ
ーはそこからもたらされる財政及び十分性への影響を適切に評価する必要があります。

プロビデントファンド勘定に付与される投資収益率がアクチュアリー及び/またはその他の
専門家の推奨に基づいて社会保障機関または行政当局により決定される場合、
アクチュア
リーは自らの推奨の適切さを確保する手法を用いるべきです。
アクチュアリーは付与される
投資収益率に関する推奨を提供し、必要とされるあらゆる投資準備金を決定し、明示すべき
です。
アクチュアリーは他の、特に投資機能及び事務機能に関わる専門家と密に連絡を取り、計算
に使われるデータの適切さを確保すべきです。

メカニズム
¡¡

¡¡

¡¡
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勘定に付与される投資収益率を推奨することがアクチュアリーの責任である場合、所与の
年度における率の計算は、投資またはその他準備金への費用引当金及び割当金を抜いた
実際の基金の投資収益率と等しくすべきです。
これら推奨事項は現在の準備金の十分性と、
制度資産において得られたリターンのうち当該会計年度に投資準備金に割り当てられる比
率（もしあれば）に関するアクチュアリーの見解を考慮に入れるべきです。

付与される投資収益率が制度規則または法律文書により定められている場合、
アクチュアリ
ーは対象資産において実際に得られたリターン、費用、及び準備金を考慮し、
プロビデントフ
ァンドへの財政的影響を決定すべきです。
これは対象資産価値の変動を管理するために存
在している投資準備金の十分性に関する推奨事項を含む可能性があります。勘定に付与さ
れる規定されたリターンが対象資産において実際に得られたリターンと著しく異なる場合、
このことは特に重要です。
退職または参加資格の喪失の結果、会計期間中に制度から脱退する受給者については、前
年末から脱退日までの期間に対する付与が適切になされるべきです。投資収益率の計算に
必要なデータを前以て持つことは難しいことから、
アクチュアリーは実際の投資収益率を出
来るだけ正確に推計する手順を構築すべきです。
アクチュアリーはファンドを保護するため
に、対象資産の価値が著しく下落した期間に市場調整係数を適用するかどうか検討すべき
です。
しかしながらそうした係数は例外的で、
プロビデントファンド制度からの自発的脱退が
ある場合にのみ適用されるべきです。
アクチュアリーは資産の市場価値が著しく増加した際
にそうした係数が必要かどうか助言すべきです。

国際社会保障協会－国際労働機関
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¡¡

会計年度末の投資準備金の十分性の評価及び関連する推奨事項の策定にあたっては、
アク
チュアリーは適切な前提と手法を使って準備金を決定すべきです。
.

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 16. 想定勘定に付与される投資収益率の決定及び結果
として生ずる財政的影響

想定勘定に付与される投資収益率は制度を統治する法律及び規則に従って決定されます。
アクチュア
リーは十分性と付与されるリターンの財政的影響を評価するため、投資収益率の正確な適用を確保
し、関連する計算を行います。

原則

¡¡
¡¡

想定勘定（勘定の
「指数化」
または「バロリゼーション
（価値安定化）」
）に付与される投資収益
率は関連の法律文書または制度規則に従って決定されます。
アクチュアリーはリターンが正
確に計算され受給者勘定に適切に適用されるよう確保すべきです。
文書化され、監視された
適切なピアレビュー・プロセスが整備されているべきです。

採用された指数化アプローチは給付十分性及び制度の資金調達に影響を持ちます。
従って、
アクチュアリーは定期的にこれらの影響を評価し、関連する推奨事項を提供し、
ステークホル
ダーに報告する必要があります。
それらには異なる指数化アプローチを使う影響、指数化ま
たはバロリゼーションの基礎としての異なる指数の使用、及び現在の指数に想定される展開
の影響、
さらにその他の係数の影響（例、
給与上昇）を含むことがあります。

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

28

想定勘定に付与される投資収益率の決定に用いられる指数は年度を跨いで一貫している
べきです。

使用される指数及び指数の計算手法は、そうした選択が関連する法令及び/または制度条
項によって規定されていない場合、
あらゆる誤った解釈や改竄を防ぎ、
ピアレビューを可能に
するよう明確に定義されるべきです。
アクチュアリーは指数にバイアスの可能性があるとこ
ろに焦点をあてるべきです。
指数の選択が関連法令及び/または制度条項により規定されていない場合、社会保障機関
は入手可能で信頼出来るデータに基づき容易に計算と確認が出来る指数を使用または推
奨すべきです。

アクチュアリーは個々の想定勘定に付与するために使われる率を決定、確認し、勘定価値の
絶対的増加の計算が正確に行われる事を確保すべきです。
プロセスにはピアレビューがな
されるべきです。
当該暦年を通して制度に参加していない受給者について、
アクチュアリーは付与すべき金額
を正確に決定すべきです。

現在及び将来の給付の十分性のみならず、制度の財政部分に付与される当年度投資収益
率の影響が評価されるべきです。
アクチュアリーは適切な基礎を用いて影響を評価し、感応
度分析を行うべきです。

国際社会保障協会－国際労働機関

社会保障の数理業務に関するガイドライン

ガイドライン 17. 個人積立勘定の監督

社会保障機関または他の行政機関は確定拠出制度の監視とサーベイランスに適宜役割を担っていま
す。

多くの退職制度で積立確定拠出の構成部分が提示されています。
しかしながら、社会保障機関は一般
にこの構成部分の給付規程の管理に直接的な役割は担っていません。制度設計に関する問題はパー
トGで述べられていますが、
このガイドラインは参加者の勘定に付与されるべき積立金のリターンを決
定する基礎と手法の設定、
プロバイダーの検証、及び将来の給付の十分性、などの監督及び方針の側
面について言及しています。
このガイドラインはガイドライン18及び44と併せてお読みください。

原則

¡¡

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

社会保障機関の役割は、いかなるものであれ監督的または政策的性格を持ちます。
その責
任には、個人積立勘定から生ずる将来の給付水準の評価に加え、付与される最低の絶対的
または相対的投資収益率の決定、確定拠出年金プランに課する最大費用の設定、及び資金
の投資制限などが含まれることがあります。確定拠出制度のプロバイダーの評価及び監視
については、社会保障機関はこのプロセスへインプットを与えることが出来ますが、権限自
体は他の組織の権限になる可能性があります。

最低投資収益率保証が無い限り、個人積立勘定に付与される所与の期間の投資収益率は
対象資産で得られた実際のリターンから全ての費用を控除した額と等しくあるべきです。
プ
ロビデントファンドの慣行とは逆に、また、法的要件が無い場合、個人積立勘定の運営には
一般に制度上の平滑化はありません。

社会保障機関は定期的に現在及び将来の個人積立勘定による給付の予測レベルを評価す
べきです。
これは当該国の退職所得制度の要素を全て考慮する必要がある可能性がありま
す。

個人勘定残高の定期収入への規定された転換率も行政機関により設定される事がありま
すが、
それには数理インプットが必要になります。
そうした率は適切な前提を使って決定され
る必要がある一方、使用される率の検討において他の政策目的が考慮される可能性があり
ます。
アクチュアリーは個人積立勘定の管理に関連する運営要件において、社会保障機関や政策
立案者や資金プロバイダーなどの他のステークホルダーに、適宜インプットを提供すべきで
す。

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡
¡¡

社会保障機関または監督機関は、確定拠出制度のプロバイダーが個人積立勘定を、勘定価
額が日次で入手でき、
リターンの計算（及び付随する費用）が透明で確認可能な仕方で運営
するよう要請すべきです。

アクチュアリーは基金がリターンを決定するために用いるべきアプローチの開発を支援する
ことが出来ます。
これにはどうリターンが決定されるか、並びに費用を反映する手数料及び
資金に課されるその他の手数料の計算を含みます。
投資リターンに関し、
アクチュアリーは、特定の資産クラスに利用出来る時価が無い場合に
取るべきアプローチなど、対象資産の価値を評価する基礎を定める事が出来ます。

費用に関し、
アクチュアリーは使用することの出来る最大手数料（例、拠出額のパーセントと
して及び/または勘定残高のパーセントとして）を規定することが出来ます。
これらの検討事
項は全体的な政策目的、及び勘定の将来的な成長に関する適切な前提（例、投資リターン前
提、保険料率及び給与の上昇）及び勘定残高にかかる費用の影響を考慮すべきです。
国際社会保障協会－国際労働機関
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投資制限に関し、
アクチュアリーは許容される投資の検討、一つの資産クラスにおける全体
資産に対する最大パーセント、及び分散基準へのインプットを行うことが出来ます。
アクチュ
アリーは適切なステークホルダー（例、投資専門家、 政策立案者）と協働し、
そうした投資制
限を決定すべきで、
それは定期的に検証されるべきです。

転換率の設定に関しては、
それが規定されたものであるかどうかを問わず、適切な死亡率、
投資及びその他の前提が用いられるべきです。
しかしながら率の決定には他の政策目的も
考慮される事があります（例、給付十分性、
アプローチの簡素化、
その他）。転換率が最良推
計に基づいていない場合、給付水準及び資金調達に関する影響の評価を行う必要がありま
す。

給付十分性に関しては、
アクチュアリーは適切な前提と手法を用いて個人勘定の予測価値
を評価すべきです。個人勘定の定期収入への転換率決定にあたっては、
アクチュアリーはガ
イドライン18に従うべきです。
アクチュアリーは投資収益率、給与上昇及び死亡率などの主
な前提の変化に対する結果の感応度を含む、
ただしそれらに限定されない、感応度分析を行
うべきです。

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 18. 一時金の定期収入への転換率の決定

それがアクチュアリーの責任である場合、
アクチュアリーは適切な手法及び前提を用いて一時金の定
期収入への転換係数を決定します。
これらの係数が特定の政策目的を満たすためのものでない限り、
それらはコスト中立として決定されます。係数がコスト中立的でない場合、
アクチュアリーはそれを全
面的に開示し、制度の十分性及び持続可能性への影響を決定し報告します。

一時金の年金への転換率はプロビデントファンド、みなし掛け金建て確定拠出制度及び積立確定拠
出制度の重要な要素です。
プロビデントファンドまたは積立確定拠出制度においては、制度参加者の
退職時点の勘定残高に基づく一時金を支払うことが出来ます。
そうした状況では、退職後リスク、
すな
わち投資及び長寿リスク、は完全に個々の制度参加者によって担われることになります。
プロビデント
ファンドまたは積立確定拠出制度が個人勘定を保証付きの定期収入に転換する場合は、基金が長寿
及び投資リスクを負います。
みなし掛け金建て確定拠出制度においては、勘定価額の転換は通常制度
の管理者により管理され、
また、給付の持続可能性及び十分性にも重要な影響を持ちます。
このガイドラインはガイドライン14と共に、
またパートEと関連させてお読みください。

原則

¡¡

¡¡
¡¡
¡¡

転換率は死亡率の改善率などの将来予想される展開を考慮した適切な投資及び死亡率前
提を使って設定されるべきです。
プロビデントファンドや確定拠出制度にとって、
これらは、基
礎を成す投資ポートフォリオに従い、
また対象とする人口に関連する死亡率表に基づいて設
定されます。
確定給付制度にとっては、
これらの前提は直近の数理価値評価において採用さ
れた数理前提と整合しているべきです。一時金の退職収入への転換が任意である場合、選
択のバイアスについての適切な検討がなされるべきです。

転換率は男性と女性に非差別的な給付を提供するために、一般に男女共用であるべきで
す。性別に特有の転換率が使われる場合、
アクチュアリーは社会保障機関に給付への影響
を、
より具体的には給付十分性について、知らせるべきです。
男女共用率が使われる場合、財
政的影響とこれらがプログラムに呈しうるリスクが適切に評価され、伝えられるべきです。
転換率が規則により設定または規定される場合、
アクチュアリーはプログラムが数理的に中
立的でない率を使うことについての財政的影響を評価すべきです。

逆選択及び適切なリスク補償メカニズムの影響が、積み立てられた給付の一部または全部
について退職収入への転換が任意で行われるプログラムにおいては特に、検討されるべき
です。
逆選択は性別に中立的な率を使う結果として、
また、参加者の健康状態の違い、
すなわ
ち死亡率の差によって生じる可能性があります。

メカニズム
¡¡

¡¡

転換率の決定にあたり、
アクチュアリーは最も適切な投資前提を使うべきです。 例えば、
プ
ロビデントファンドは年金支払にマッチする十分なキャッシュフローを持つ最小限のリスク
のポートフォリオを採用することで投資リスクを最小化するよう努めることができます。
そう
した投資戦略は使われる前提の選択において反映されるべきです。
ガイドライン21を参照し
て下さい。
転換率の決定に使われる死亡率は、原則として、直近の数理価値評価で使われたものに基
づくべきで、対象とする人口を代表するものであるべきです。数理係数計算に使われる死亡
率は将来の死亡率改善を考慮に入れるべきです。
しかしながら、年金の購入が任意である場
合、逆選択の影響が予定死亡率に反映されるべきです。逆選択の影響は著しいものとなる
可能性があり、
アクチュアリーにより計量化される必要があります。

国際社会保障協会－国際労働機関
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使用される前提に投資及び死亡率環境を適切に反映することは重要である一方、機関及
び/または政策立案者は長期的に安定した率を確保しようとします。
従って、使用される率は
ある時点では真にコスト中立的な率と異なってくる可能性があり、
アクチュアリーは制度の
資金調達に対するこれら相違の影響を評価する必要があります。

投資及び長寿リスクを保有することに代えて、社会保障機関は保険会社またはその他の第
三者リスクプロバイダーから適切な商品を購入することにより、
これらリスクの一部または
全部を移転することでができます。
オプションとしては全面バイアウト、
バイイン、長寿スワッ
プまたは一括リスク移転などがあります。
コストには保険会社との交渉が反映されますが、
受給者に提供される転換率は変わらず固定される傾向にあります。従って、
たとえ投資や長
寿リスクの一部が第三者プロバイダーに移転されたとしても、合意される可能性のある率と
受給者に提供される率の間の相違に関連するリスク要素が残ります。
また、保険会社の破た
ん可能性に関連したリスクが元の制度に保有されます。
社会保障機関はISSA社会保障基金
の投資ガイドラインのセクションD.2に説明されているプロセスと同様の、適切で慎重な注意
を払って保険会社を選択すべきです。
.
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ガイドライン 19. 自動調整メカニズム

社会保障機関は制度を統治する法律及び規則に従って自動調整メカニズムを適用します。社会保障
機関はこれら調整メカニズムの適用がどう給付十分性及び/または制度の財政的持続可能性に影響
するか分析します。

自動調整メカニズムは給付及び資金調達に関する特定の意思決定を内部または外部のパラメータあ
るいはインジケーターとリンクさせます。
このガイドラインはガイドライン43と共にお読みください。

原則

¡¡

¡¡

¡¡
¡¡

自動調整メカニズムの目的は一般に、給付の十分性及び/または制度の財政的持続可能性
が内部または外部パラメータにおける変化を適切に反映するように確保することです。
その
目的には意思決定メカニズムの合理化、持続可能性の維持、給付の安全性と十分性の向上
なども含まれます。一部の国々では重要な決定を政治またはその他の干渉から独立させよ
うとしていますが、他の国々では自動調整メカニズムの適用から生ずる推奨事項について（
政治的）承認を必要とする場合もあります。
アクチュアリーは適切な自動調整メカニズムの開発とその適用に関与すべきです。

アクチュアリーは、何らかの自動調整が発動または提案された後、制度の給付十分性及び
財政的持続可能性にかかる自動調整の影響を評価すべきです。

制度への信頼を維持するためには参加者との良好なコミュニケーションが必要であり、
アク
チュアリーはこの情報の策定に関与すべきです。
.

メカニズム
¡¡

¡¡

社会保障機関はアクチュアリーに自動調整の影響を分析するよう依頼すべきです。
自動調整
メカニズムの設計により、
アクチュアリーはこの分析が最良推計前提だけを使って行われる
べきか、あるいは最良推計前提と結果の確率分布との組み合わせを使うべきかを決定しま
す。
感応度分析が行われるべきです。

社会保障機関は自動調整メカニズム、
その目的、
その機能の仕方、及び自動調整メカニズム
が特に給付水準に与える影響（例、調整のパーセントと計算の方法）を前以て参加者に伝え
るべきです。
ガイドライン27と28、及びISSA社会保障運営におけるコミュニケーションガイド
ラインガイドラインが遵守されるべきです。

国際社会保障協会－国際労働機関
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C. 投資問題

社会保障機関による資金調達方針は様々ですが、多くの制度はその時間軸が短期か長期かを問わず、
効果的な管理を必要とする準備基金を持っています。
人口が高齢化し外部投資環境がより複雑になる
につれ、準備基金を巧く管理する重要性は高まっています。
投資ガバナンスへの関心の高まりは継続す
る可能性があり、投資プロセスに関わる専門家は彼らのインプットが適切に遂行されるよう確保する
必要があります。

準備基金の管理におけるアクチュアリーの役割は、他の専門家との協働を含め、高まっています。
アク
チュアリーはまた、投資プロセスに関連する多くの様々な領域にも関与する可能性があります。
全ての
分析、特に全ての計算に使われる手法と前提に関して、一般に認められた数理原則を用いて行われる
事が重要です。適正なピアレビュー・プロセスが存在すべきであり、投資ガバナンスプロセス、
コミュニ
ケーション及び報告、
さらに数理インプットが求められる投資プロセスのその他の領域において、他の
専門家と緊密に協働します。
リスク評価への数理インプット及びその機関の投資活動への影響も重要
なものとなるでしょう。
社会保障機関の投資機能は常に数理上の意見及び関係する問題へのインプッ
トを考慮に入れ、適宜部門間で緊密に協力すべきです。
投資方針及び戦略は制度の負債のプロファイ
ルに従って設定されるべきであり
（ガイドライン21参照）、投資機能と数理価値評価に責任を持つ人々
との間に緊密な協働が必要です。

ISSA社会保障基金の投資ガイドラインは投資ガバナンスプロセスに関する問題を取り扱っており、多く
のガイドラインと関係リソースは投資プロセスに関与するアクチュアリーに有用なものとなるでしょう。
このパートにおける投資ガイドラインの参照先は、適宜明示します。投資プロセスに関与するアクチュ
アリーはまた、
このパートにハイライトした他の関連文書を参照することも推奨されます。投資プロセ
スに関わる他のスタッフとの適切な調整と協働も極めて重要です。
補助積立金の監視と規制、制度の十分性予測、制度のコスト及び給付係数計算など他の領域への数
理インプットも望ましく、
または必須となる可能性があります。
そうした場合、現在の価値を評価し、資
産価値の将来推計を適切に予測する適切な前提と手法が使われるべきです。
これには数理インプット
が適切というだけでなく、
アプローチが他の領域の数理インプットと整合していること
（とりわけ手法
と前提に関して）が確保されるべきです。
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ガイドライン 20. 投資ガバナンス

アクチュアリーの数理インプット及び役割に関する要件は投資ガバナンスのフレームワークにおいて
明確に定義されるべきです。

ガバナンスとは意思決定のプロセス及び組織により遂行されるプロセスの統制と監視を言います。
そ
の目的はプロセスの効率性の改善のみならず、
リスクが認識され、効果的に管理されることを確保す
ることにあります。
多くの投資領域において数理インプットは影響の重大さと重要性を増しています。
このため、社会保障
機関のガバナンス構造と投資プロセスにおけるアクチュアリーの関与が求められるべきです。

このガイドラインは数理インプットが必要とされる可能性がある投資ガバナンスの様々な要素を一般
的なレベルで検討します。
このガイドラインは以下に記す一般的ガバナンス問題の更なる詳細を述べ
ている、ISSA社会保障基金の投資ガイドラインのガイドライン1から5までと併せてお読みください。

原則

¡¡

¡¡
¡¡

社会保障機関は投資プロセスとリンクした様々な活動を文書化すべきです。社会保障機関
はそれら様々な活動を遂行し検証する責任を定めるべきです。
これらの責任は十分に文書
化され定期的に検証されるべきです。

このフレームワークにおける数理インプット及び/または数理部門の関与が特定されるべき
です。

社会保障機関内の数理部門 （もし設置されている場合）は、組織の業務計画とそのスタッフ
に対し定められた責任が社会保障機関の投資機能の要件と確実に整合するよう確保すべき
です。数理部門は関与の各領域においてタスクの遂行にどの能力が必要とされるか特定す
べきです。能力及び/または経験にギャップがある場合、どのようにそれらギャップが埋めら
れるかを示す詳細なプランが導入されるべきです。外部による検証またはインプットが推奨
される場合、
そのことが示されるべきです。

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡

¡¡

社会保障機関は投資の信条、使命、及び目的が明瞭に示され、文書化され、定期的に検証さ
れるよう確保すべきです。
作成された目的や信条は関与する全ての当事者により合意される
べきです。
信条に矛盾がある場合、違う信条が優先されるべきです。
投資プロセスの信条の意味するところ及び投資目的、投資プロセスの管理、資産選択、及び
報告が評価され、文書化されるべきです。

社会保障機関の様々な従業員の責任は明確に文書化され、投資プロセスに関わる全員に
内部で入手出来るようにされるべきです。
責任には役員、経営陣、及び/または事務職のもの
だけでなく、ピアレビュー・プロセスに関するものも含みます。
これら責任はタスクやその適
用の詳細な記述において考慮される必要がある法的文書または規制により決定され、
また
は、影響される事があります。数理部門またはアクチュアリーの役割は責任を定める文書に
記されます。

投資プロセスの各要素には適切なガバナンスにかかる供給があるべきです。供給には財政
リソース、
スキル、経験及び能力を含みます。
従って、
アクチュアリーを含め投資プロセスに関
わる人々は、役割を効果的に遂行することが出来るように、必要とされる能力と経験を有す
るべきです。機関はこれら領域における要件を定義し、能力または経験のレベルがこれらの
最低要件を満たさない状況に対処するための取組み（例、研修）を詳述すべきです。
（社会保
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¡¡
¡¡

¡¡
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障機関にとっての）外部リソースが必要な場合、
それらは詳細に記述され、供給されるべきで
す。

ピアレビュー・プロセスは慎重に文書化され、文書にはどの決定が検証されるのか、検証の
メカニズム、検証の頻度、及び関与するスタッフを含むべきです。
数理部門または外部数理リ
ソースの役割が特定されるべきです。
数理インプットは資産及び負債価値評価、特定の領域における第三者プロバイダーの任命（
例、投資マネージャー）、機関の投資戦略の策定と監視、
リスク評価、及び資産の投資成績計
測に関する側面で特に貴重となる可能性があります。
この技術的インプットに加え、
アクチュ
アリーは様々な投資プロセスとリスク評価の概観に基づき、機関の全体的な投資ガバナン
ス構造にインプットする可能性があります。
そうしたインプットが求められるメカニズムが社
会保障機関により定められ、定期的に検証されるべきです。

アクチュアリーはまた、補助積立金の監視と規制、制度の十分性予測、特定の制度コスト及
び給付係数計算へのインプットを行うよう求められることがあります。
これらのタスクを遂行
する場合、行われるあらゆる資産価値評価において適切な手法と前提が用いられるべきで
す。
他の関与する当事者（例、投資マネージャー、規制当局）との適切な調整が重要であり、
こ
の調整手法が定められるべきです。

国際社会保障協会－国際労働機関

社会保障の数理業務に関するガイドライン

ガイドライン 21. 投資プロセスにおける負債の考慮

社会保障機関は投資プロセスにおいて制度の負債が考慮されるよう確保すべきです。

投資決定の重要な要因は社会保障制度の純キャッシュフローのタイミング、
レベル、及び性質であり、
将来これらがどう進展するかにあります。従ってアクチュアリーは、制度の将来キャッシュフロー推計、
及びこれらの投資プロセスに対する解釈において重要な役割を担います。
これらのキャッシュフロー
は将来の給付支払、受領する保険料、資産及びその他の財源からの支出と収入から成り立っています。
社会保障機関の使命と目標を満たすであろう投資戦略を決定するために適切なモデリングが行われ
る事があります。
数理価値評価プロセス
（パートAの関連ガイドライン参照）の一環として行われる計算
と予測への明確なリンクがある一方、
アクチュアリーは投資戦略とプロセス管理の開発に重要なイン
プットを提供する将来の給付と費用キャッシュフローに関するより具体的な投資分析（例えば資産負
債総合管理（ALM））にインプットする可能性があります。

このガイドラインはISSA社会保障基金の投資ガイドラインのガイドライン6と併せてお読みください。

原則

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

キャッシュフローの決定、分析、及び報告に関与する様々なステークホルダーの役割が文書
化されるべきです。
アクチュアリーはこの点において他のステークホルダーと効果的かつ効
率的に連絡を取るべきです。

割り当てられるタスクに関与する各ステークホルダーの能力評価が行われ、あらゆるギャッ
プが特定されるべきです。
ギャップがある場合、
それらに対処するアクションを評価するため
のプランが定められ、遂行されるべきです。
明確なレポートラインとピアレビュー・プロセスが設定されるべきです。
ステークホルダーの
其々に求められる能力は文書化され定期的に検証されるべきです。

アクチュアリーは一般に認められた数理実務及び基準に従って制度の負債及びキャッシュ
フローの予測を策定すべきです。

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡
¡¡

¡¡

将来の給付債務と支出から割り出したキャッシュフロー予測は適切な手法と前提基礎を用
いて決定されるべきです。
これらの基礎は関連するグッドプラクティスと数理基準に従って文
書化され、定期的に検証されるべきです。使用する手法と前提（例、オープン対クローズドグ
ループ価値評価）に関する検討がガイドライン3 及び4でカバーされています。
将来キャッシュフロー予測が直近の数理価値評価から得られている場合、それらは適切な
前提を使い分析日時点に更新されるべきです。

近似予測が行われる場合、
または負債の代替値が用いられる場合、計算と前提の基礎（例、
平均勤続）が説明されるべきです。以前の近似予測と実績経験の間の不一致の分析が行わ
れるべきです。

アクチュアリーは適切な分析を行って将来の資産キャッシュフローにおけるベースケース予
測からの潜在的な変動をモデル化すべきです。
この分析には少なくとも3つの異なるシナリオ
（ 例えば、
「楽観的」、
「悲観的」、及び
「極端」
）を反映した適切な手法と前提を使うべきです。
将来のキャッシュフロー額とタイミングにおける変動に影響する様々な係数（例、
インフレー
ション）が検討されるべきです。
分析は社会保障制度の資金調達方針を考慮すべきです。
殆どの社会保障制度部分積立であ
る事に鑑み、ALMとプロセスがどう部分積立を反映して遂行されるべきかについて関連する
分析が検討され、文書化されるべきです。
国際社会保障協会－国際労働機関
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¡¡
¡¡
¡¡

¡¡
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アクチュアリーが投資マネージャー、監査人、
リスク機能部門、財務機能部門及びその他の
関連メンバーなどの社会保障機関内部の専門家と緊密に協働することが重要です。

また、
アクチュアリーと社会保障機関は、ALMの結果が理解され、採用される決定に適正に
反映されることを確保するため、
その他の制度のステークホルダー及び意思決定者と緊密
に協力すべきです。

プロセスへのインプットにおいて、アクチュアリーはデータ、使われる前提と手法を文書化
し、近似値または推計が使われた箇所を特定すべきです。
計測または計量化することは出来
ないものの重大な影響をもたらす事象が存在する場合には、
それらは別途、明示的に検討
されるべきです。
それらのリスクには投資マネージャーのリスク、第三者リスク、または給付
改正リスクが含まれることがあります。
代替シナリオと感応度分析に関する結果は明瞭に記
されるべきです。

分析は制度の負債と資産の規模、流動性要件、保有資産の性質、積立方針、機関内のリソー
ス、及びその他のあらゆる関連する制約または目的と整合する頻度で定期的に行われるべ
きです。
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ガイドライン 22. 投資管理プロセス

社会保障機関は投資プロセスの様々な領域でアクチュアリーを関与させます。
このガイドラインは社
会保障制度の準備基金に関する投資戦略の設計及び遂行にアクチュアリーが直接関与する状況につ
いて言及しています。

このガイドラインは数理の関与が求められそうな投資管理プロセスの様々な要素を検討しています。
投資プロセスは多くの異なるステップを含む可能性があり、
その立案、管理、及び執行は比較的複雑で
す。
数理インプットが必要なまたは要求される要素の其々について、
この役割を詳述し、適切な数理手
法とアプローチを考慮して行うことが重要です。以下に詳述する多くのプロセスは機関内外の他の専
門家やステークホルダーとの調整と協力を必要とします。
そうした調整は効果的に管理され、適正な
ピアレビュー・プロセスが導入され、執行されるべきです。
このガイドラインはガイドライン2、3及び4（データ、前提、手法）及びISSA社会保障基金の投資ガイドラ
インのガイドライン
（適切なガイドラインは以下参照）及びと併せてお読みください。

原則

¡¡
¡¡

社会保障機関は投資プロセスの特定の領域にアクチュアリーを関与させるようにすべきで
す。
その役割は特定された個人の経験と役割のレベルと合わせて定義され、定期的に監視
されるべきです。
機関は投資プロセスに関わる様々なステークホルダーの間での情報共有と協働を促進すべ
きです。

メカニズム

数理インプットが求められる可能性のある投資プロセスの領域は以下を含みます。
¡¡

リスク予算の定義とその利用（ISSA社会保障基金の投資ガイドラインのガイドライン7、11
、12、13）。

•

•
¡¡

リスク予算とは投資を行う機関が取ろうと望む、負債に対する投資リスクの額です。一
般にリスク評価、特にリスク予算は、
しばしば投資管理における数理的関与の重要領域
であり、
このプロセスは機関のリスクレベルを理解する手助けとなります。一旦定義さ
れると、
それは機関の戦略的及び動態的資産配分を策定するために用いられます。
アク
チュアリーはまた資産価値の変化及び/または制度の債務の変化（例えば、給付規則の
変更時）により生ずる可能性のあるリスクレベルをリバランスする戦略へのインプットも
行うことがあります。
リスク管理において考慮すべき一般的要素はパートEに記されています。
リスクの様々
な要素を特定し計量化するにあたり、
アクチュアリーはリスクを評価する最も適切な手
法がどれかを検討し、機関内のリスク機能部門及び投資管理機能部門（内部または外
部）と緊密に協働し、
この分析の妥当性を確保します。

資産価値評価及び分析のための適切な前提と手法の選択（ISSA社会保障基金の投資ガイ
ドライン、ガイドライン20）
：

•

ISSA社会保障基金の投資ガイドラインのガイドライン20は資産価値評価をより詳細に
検討しています。適切な手法と前提の選定はプロセスの重要な要素ですが、財政的影
響は著しいものとなる可能性があるため、決定は関連するステークホルダーと共にな
されることが重要です。
そうしたステークホルダーには、機関の理事会または他の意思
決定主体のほか、
アセットマネージャー、カストディアン、財務機能部門及びリスク機能

国際社会保障協会－国際労働機関
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適切なベンチマークの選定と計算（ISSA社会保障基金の投資ガイドラインのガイドライン14）
：

•

基金資産の投資成績及びリスクの性質、
さらに特定の資産クラスは適切なベンチマー
クと比較されます。
これらベンチマークの選定は、
その性格が投資プロセスの目的と整
合する必要があることから、重要です。
アクチュアリーはベンチマークが絶対的なもの
か相対的なものか、または名目的か実質的か、あるいは負債関連か、
さらに、
それらは
時価総額指数の組み合わせであるべきか、
という決定に対しインプットすることが出来
ます。
アクチュアリーはまた、ベンチマークの品質に関する見解も提供します。ベンチマ
ークリターンの決定には、特にベンチマークが異なる指数の組み合わせである場合や
通貨換算が必要な場合、
アクチュアリーの関与が必要になることがあります。

資産の投資成績に関連するその他の計算 （例、通貨ヘッジ上の検討事項などのその他のリ
スク分析、手数料の分析、
パッシブ対アクティブの選択）（ISSA社会保障基金の投資ガイドラ
インのガイドライン17、21、22）
：

•

40

部門も含む可能性があります。
使われる前提と手法は国際または国内数理基準（及び、
関連する場合、会計基準）に準拠しているべきです。

アクチュアリーはその他の投資領域に関与することがあります。
計算は適切な手法と基
礎を使って行われるべきです。例えば、資産が幾つかの通貨建てになっていて負債が自
国通貨建てになっている通貨ミスマッチの影響は機関にとって重要であり、適切な評価
が必要になります。
他のステークホルダーとの協働（例、
リスク機能、投資マネージャー、
バリュエーションアクチュアリー、監査人、その他）は重要であり、公式なものにすべきで
す。意思決定プロセスとコミュニケーションラインが定義され尊重されるべきです。

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 23. 資産価値評価と給付計算へのインプット

社会保障機関はアクチュアリーを制度の資産評価額を決定するプロセスに関与させます。

適切な評価額を決めることは重要であり、社会保障制度の財政状況を評価し、給付額を決定する必要
性など、多くの様々な理由から求められることがあります。

特定のプログラムでは、現在及び/または将来の受給者の給付価値は直接または間接に資産の評価
額と関係しています。

資産価値の決定はまた、自動調整メカニズム適用の契機となることもあります。
（自動調整メカニズム
に関するガイドライン19参照）。

このガイドラインは価値評価を目的とした資産価値評価に関する問題を取り扱っているガイドライン6
と併せてお読みください。

原則

¡¡
¡¡

¡¡

資産価値評価のプロセスに関わる人々の責任が定義され、文書化されるべきです。
ピアレビ
ュー及び報告プロセスも導入され、定期的に監視及び検証されるべきです。

資産価値評価において選定された手法と前提は協議され、正当化なものと位置づけられ、
文書化され、
そして開示されるべきです。手法は価値評価の目的によって変わることがあり
ます（例、
プログラムの持続可能性の評価、自動調整メカニズムの適用、資産負債モデリン
グ、財務報告、
その他）。
価値評価は国際及び国内基準、
さらに関連法令に従って遂行される
べきです。
資産の評価額への数理インプットは、個人勘定に幾ら付与するか決めるという点において確
定拠出及びプロビデントファンド制度にも必要になります。
これらのタスクを効果的に行う
ために、適切な価値評価技術が使用され、
リスクの評価及び準備金積立要件が分析に取り
入れられることが重要です。
.

メカニズム
¡¡

¡¡

¡¡

資産の価値評価は評価時または価値評価日時点の関連する情報収集を必要とします。これ
には組織内外の投資プロセスに関わる様々なステークホルダー （例、 カストディアン、投資
マネージャー）との緊密な調整が必要になります。必要とされるデータには保有資産に関す
る情報、計測期間に発生した収入、計測日における資産の価格または価値、及びあらゆる税
務情報を含みます。

資産の価格評価が可能な場合、時価（MTM, あるいは公正価値）会計が取られるべきです。
大半の資産の評価額には時価が用いられる可能性がありますが、
マーケットが無い、
または
極めて流動性が低いマーケットの場合、代替的アプローチが必要になります（例、
インフラス
トラクチュア及びプライベートエクィティ）。資産価値が割引キャッシュフローアプローチで
決定される場合には、
その前提、手法及び計算が確認されるべきです。
どちらのアプローチ
も不可能または適切でないと見做される場合には、代替的アプローチが検討されるべきで
す。
そうした状況では、対象となる計算の前提と手法が定められ、資産の評価額を確認する
ピアレビュー・プロセスが存在していることが重要です。可能な場合には、資産の将来価値
評価は、使われた代替的アプローチの正確性を遡及的に評価すべきです。社会保障機関内
で利用出来る内部リソース次第では外部専門家が必要になることがあります。
他者による資産評価額が適切かどうか確認するためにアクチュアリーが必要になることが
あります。
この検証と確認が適正に遂行されるのを確保するよう、
アクチュアリーは他のステ
ークホルダーと連絡をとることが重要です。
国際社会保障協会－国際労働機関
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¡¡

¡¡
¡¡
¡¡
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準備金の一部または全部がプロビデントファンドまたは確定拠出の構成部分により提供さ
れるプログラムにおいては、付与する投資収益率を推奨する、
または、個人勘定あるいは受
給額に対し特定の投資収益率を付与する影響を評価するために数理インプットが必要にな
ることがあります。
ガイドライン15及び17がプロビデントファンド及び確定拠出勘定に付与す
るリターンの決定に関する問題をそれぞれ扱っています。

投資プロセスに関与するアクチュアリーの役割は保有資産で得られたリターン
（元本上昇、
収入と配当）及び流動性問題とリターンのボラティリティに関する情報を提供することにな
ります。
制度の十分性及び持続可能性に対するそうした決定の著しい影響に鑑みれば、個人
勘定に付与された額に関する調整と協議は重要です。
規制または法令において定められているリターンが付与されるあるいは平滑化されるプロ
ビデントファンド及び確定拠出制度の場合、付与される額と対象資産のリターンの間に差額
が生じます。
この状況では、差額の影響が適切に分析されることが重要です。

投資準備金の設定は数理分析（例えば、定められた最低を上回るリターンのどの割合を準
備金として積み立てる必要があり、どの割合で勘定に付与できるのか）を必要とします。
この
意思決定プロセスへのインプット及び現在保有されている準備金が十分かどうか決定する
ために、適切な手法と前提が用いられるべきです。

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 24. 投資報告

アクチュアリーは開示された情報が正確で、適切な仕方で提示されるのを確保するために投資報告プ
ロセスにインプットします。
アクチュアリーはまた、どんな情報が開示されるべきかについての意思決
定プロセスにもインプットを提供します。

社会保障機関の投資に対する精査が強化されるにつれ、明瞭で理解しやすい報告が不可欠になって
います。
このガイドラインは当ガイドラインのパートD及びガイドライン
「社会保障運営機関によるコミ
ュニケーション」
と併せてお読みください。

原則

¡¡
¡¡
¡¡

アクチュアリーはどの情報がどのような様式で開示されるべきかインプットを提供すべきで
す。提供された情報は社会保障機関がどう資産を管理しているかについて公衆の理解を高
めるべきです。
アクチュアリーは報告のための情報提供に関与することが出来ます。
その場合、情報が正確
で、最新で、妥当なものであることを確保するよう、適正なピアレビュー・プロセスが必要で
す。

提供される投資情報は社会保障機関により提供される他のコミュニケーション、特に受給者
に提供されるあらゆる給付計算書、
また年次報告と給付係数と予想給付に関する情報とも
整合しているべきです。

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡

¡¡

開示される情報には以下を含むことがあります。

•
•
•
•
•
•
•
•
•

資産クラスで分割した資産の合計価額。

リターンソースで分割した過年度資産価値の変動。

リスク計測期間に亘るリスク評価、可能な場合リスクソース別の分割。
過年度の各資産クラスの投資成績（実質と名目）。
年度中に資産から生じた収入。
投資管理関連費用。

使用された価値評価手法及び前提（関連する場合）。

関連する場合、
プロビデントファンドまたは確定拠出勘定に付与されたリターン。

その他適切な情報。

アクチュアリーはどの情報がどのような理由で開示されるべきでないか助言する事が出来
ます。
（例えば、市場機微情報の場合）。
アクチュアリーは適切な場合他のステークホルダーと協働すべきです。

投資プロセスにおける数理の関与が給付の複数の側面に亘る場合（例、給付費用、予想給
付計算、監督その他）、あらゆる関連する報告は、性質、様式、使用される前提及び頻度にお
いて相互に整合していることが確保されるべきです。

国際社会保障協会－国際労働機関
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D. 報告、
コミュニケーション及び開示

適切に定義された報告プロセスは社会保障制度の良好なガバナンスにとって重要な要素です。
健全な
データ、前提と手法に基づく数理及び財務レポートは制度の財政持続可能性に貢献します。
そうしたレ
ポートに提示される情報は制度に困難が生じている際に
「早期警戒警報」を発することが可能です。そ
れは制度が持続できなくなくなる可能性を持つ短期及び長期の傾向を特定し、
その結果、制度の持続
可能性に関して公衆や他のステークホルダーによる議論が始められる契機となります。明瞭でアクセ
ス可能な情報を提供することはまた、社会保障制度への公衆の信頼を高め、公衆及び政治からのサポ
ートを強化する可能性もあります。
公式な報告プロセスだけでなく、他のチャネルを通じてのコミュニケーションも数理業務の重要な一
部です。
社会保障機関はアクチュアリーのインプットと共に、正確、妥当、
かつ適時な情報を提供する堅
固な報告及びコミュニケーションプロセスを確保すべきです。
このパートは、ISSA社会保障運営におけ
るコミュニケーションガイドラインと併せてお読みください。
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ガイドライン 25. 理事、管理者、及びアクチュアリー間のコミュニケー
ション

理事会（もしあれば）、社会保障機関の管理者、及びアクチュアリーは明瞭かつ効果的なコミュニケー
ションを行います。
この情報交換は管理を向上させますが、
アクチュアリーの独立性に対しマイナスの
影響を持つものではありません。

原則

¡¡

¡¡

¡¡

情報交換においては、理事会、管理者、及びアクチュアリーの間で完全な透明性を確保すべ
きです。

アクチュアリーは、社会保障機関の理事会及び管理者に対して、
その機関が運営している社
会保障制度の財政状況について定期的にアップデートを提供すべきです（例外的な状況を
除き、最低でも年1回）。
これらアップデートは全面的または更新された数理価値評価あるい
は、報告日における当該制度の財政状況を現実的に示唆することを目的とするその他の適
切なメカニズムに基づく場合があります。
アクチュアリーの独立性を尊重しつつ、社会保障機関の理事会と管理者は、実施された数理
業務の全側面に関してインプットを提供出来るようにするべきです。
.

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

アクチュアリーは理事会と管理者にあらゆる数理価値評価の当初及び最終結果を提示す
べきです。
プレゼンテーションは数理検証の主要素をカバーすべきです。
すなわち、
データ、前
提、結果及び推奨事項です。

社会保障機関の理事会と管理者には数理業務の結果（例、 数理検証）を検証する機会が与
えられるべきで、
そのフィードバックはアクチュアリーに提供されるべきです。
アクチュアリー
はこのフィードバックを検討し、
その点を考慮に入れたか入れなかったか、
また、
その理由を
説明すべきです。

アクチュアリーは技術的詳細を含む数理業務の様々な側面を説明することにより、理事に対
し追加の情報を提供することを求められることがあります。

アクチュアリーは社会保障機関の理事会と管理者に数理価値評価の結果を要約したレポー
トを提出すべきです。

そうしたアップデートの頻度は全面的な数理価値評価の頻度と少なくとも同程度必要です。
補足的な数理価値評価が行われる
（ガイドライン 1参照）、
またはステークホルダーがより頻
繁なコミュニケーションを求める場合（例、年次）、管理プロセスを改善させるためにより頻
繁な追加のアップデートが奨励されるべきで、
また、
それらが求められることがあります。

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 26. 報告プロセスにおける検討事項

社会保障組織は社会保障制度の数理価値評価に関し適切に定義された報告プロセスに従います。

法制化され、適切に構築され、適切に定義された報告プロセスは良好なガバナンス手続の重要な一
部です。
このガイドラインはガイドライン 1 及び43と共にお読みください。

原則

¡¡

¡¡

社会保障機関は、社会保障機関とアクチュアリーは社会保障制度の数理評価の頻度に関す
る法的要件に従うべきと述べている持続可能性の検討事項に関するガイドライン43を遵守
すべきです。法制要件が無い場合、社会保障機関は数理検証の頻度に関する内部方針を設
定し、
これに従うべきです。

数理検証の頻度は、対象となる社会保障制度の性質を反映すべきです。社会保障機関が法
律により求められるよりも頻繁に検証を行うことを確保することが適切な場合があります。
このことはアクチュアリー及び/または社会保障機関に以下の意見がある場合、適切である
可能性があります。

•
¡¡

¡¡

•

数理検証の頻度に関する法的要件が社会保障制度の性質と整合していない。 及び/ま
たは
次の価値評価までの期間における経済または人口環境の変化が社会保障制度の財政
状況に重大な影響を及ぼすことが予想される。

社会保障機関及びアクチュアリーは、数理価値評価の結果作成とそのステークホルダーへ
のコミュニケーションに関する法制上の最終期限を遵守すべきです。
法制要件の定めがない
場合には、社会保障機関は数理検証の主要ステップ、外部専門家による検証、及びコミュニ
ケーションプロセスにおける重要日程と決定事項を記述した内部方針を策定すべきです。
保険料率に重大な影響を及ぼす可能性のある新設または拡大された給付金の支給は、当
該変更を反映し、
その影響を評価する新たな数理価値評価または既存数理価値評価の更新
の契機と捉えるべきです。.

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡

年金給付を支給する社会保障制度は少なくとも5年毎に検証されるべきです。
データとリソ
ースが許容する場合、給付の性質と支給に要する財政規模によっては、価値評価はより多い
頻度で行われるべきです。ヘルスケアや労災保険、及び失業保険制度などの社会保障制度
は年次で数理検証を行うべきです。

変化する外部環境により社会保障制度の検証がより頻繁に必要となる可能性があります。
そ
うした変化には資産価値の著しい低下（または上昇）をもたらす景気後退や金融市場のボラ
ティリティなどがあります。
数理検証に関する報告プロセスに付随する主な最終期限には以下のものがあります。

•

•
•
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アクチュアリーが検証結果を社会保障機関の管理者及び/または理事会に提供すべき
数理検証の有効日からの最長期間。
社会保障機関がステークホルダー及び適切な監督組織に検証結果を通知すべき数理
検証の有効日からの最長期間。
外部専門家により行われる数理検証の完了からの最長期間。
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•

アクチュアリー及び/または社会保障機関が数理及び外部専門家による検証からの推
奨事項に対し行動する最長期間。

これらの最終期限は法制または社会保障機関の内部方針により定義されるべきです。社会
保障機関は結果の適時な提供を促進することについてアクチュアリーをサポートすべきで
す。

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 27. 数理報告及び制度規程変更のコミュニケーションに
関する社会保障機関の責任

社会保障機関はステークホルダーに定期的に、適時に、
また包括的に社会保障制度の数理状況に関
する情報を提供します。
社会保障機関は制度のあらゆる規程変更と、
その変更が制度の持続可能性と
給付の十分性に与える影響を適時にステークホルダーに知らせます。

制度のステークホルダーと意思決定者への数理価値評価における所見と推奨事項に関する定期的か
つ適時のコミュニケーションは、社会保障の仕組みの持続可能性を維持し、制度が目的を満たすこと
を確保する上での重要なステップです。

原則

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

社会保障機関は社会保障制度の数理検証の結果について、政策立案者と適時なコミュニケ
ーションを取るべきです（ガイドライン26に記載の通り）。最良の方法は、国の立法機関（例、
議会）に透明な議論のためのレポートを提出し、数理報告を公に利用出来るようにすること
です。
社会保障機関は数理検証に関する情報を労働者及びその代表、雇用主、年金受給者等の制
度のステークホルダーと共有すべきです。

社会保障機関は数理検証に関するコミュニケーションに係る方針を策定、文書化し、
それが
実際に遂行されるよう確保すべきです。

保険料率の引き上げ、給付の改正、
または資格年齢の引上げなどの社会保障の重大な変更
には長期間を要することがあります。
アクチュアリーはそうした変更の財政的影響を割り出
す数理価値評価を行うべきです。
そうした価値評価の結果はステークホルダーに伝えられる
べきです。
社会保障機関はステークホルダーに対し、将来起こりうる変更について、
その実施に十分先
立って通知すべきです。
このことは人々に将来的な見直しの重要性を理解させ、
さらに適切
な移行期間、政策、及び運営手段をサポートするための十分な時間を提供します。

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡
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社会保障機関は数理報告を議会に上程する当該大臣に提出する場合があります。
この プロ
セスは法律または内部方針により定義されるべきです。

ステークホルダーには数理報告の公表だけでなく、外部専門家による検証の報告の公表に
ついても通知されるべきです。
これはプレスリリース、記者会見、
ソーシャルメディア、
ステーク
ホルダーの団体との直接のコミュニケーション等により行うことができます。

社会保障機関は数理報告及び外部専門家の検証からの所見をステークホルダーに伝える
べきです。
このことはウェブサイトと印刷媒体による公表の組み合わせにより行うことができ
ます。

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 28. 数理情報の技術的及び非技術的コミュニケーション
社会保障機関は意図した対象者に適切な方法で数理情報を伝えます。

技術的情報を様々なステークホルダーに伝えることはしばしば困難が伴います。
これらステークホル
ダーには理事、議会、
そして制度参加者などがあり、
スキル、経験、及び専門知識のレベルも様々です。
社会保障機関は、
アクチュアリーの支援を得て、専門家及び一般公衆双方のニーズに対処するコミュ
ニケーションの作成に努めるべきです。

数理的関与が特に重要な一つの領域は、社会保障制度参加者に適宜提供される年次給付計算書で
す。
これらは正確で、包括的かつ明瞭な情報を定期的に提供すべきです。情報は適切な手法と前提を
使って決定されるべきです。年次報告書にはしばしば数理的性格を持つ情報が含まれることから、
そ
の作成にアクチュアリーが関与することは重要です。

このガイドラインはガイドライン9と併せてお読みください。

原則

¡¡
¡¡
¡¡

¡¡
¡¡

数理検証結果の公表は、専門用語を織り込んで検証の主な所見を要約したコミュニケーシ
ョン （例、
プレスリリースまたはエクゼクティブサマリー）を伴うことがあります。
アクチュアリ
ーはそうしたコミュニケーションの作成を支援すべきです。
給付受給権の年次報告書は制度を規定する法律及び規則と、保険料納付、所得及び付与さ
れたサービスの個人の履歴、
さらにその他付随する個人の情報に基づくべきです。
給付受給権の年次報告書は適用される制度規程を記載し、主な受給資格年齢における給
付受給権を説明すべきです。

アクチュアリーは社会保障機関のコミュニケーション部門及び事務部門と協働し、計算とコ
ミュニケーションの正確性を確保すべきです。

外部専門家による検証は数理業務の結果のコミュニケーションの品質に対処すべきです
（ガ
イドライン 11）。
社会保障機関とアクチュアリーは、実務的に処しようとするのでれば、
コミュ
ニケーションに関する外部専門家の推奨事項を注意深く検討し、実行すべきです
（ガイドライ
ン12）。

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡
¡¡

アクチュアリーは様々な対象者に対しその業務の結果を提示できるようにすべきです。社会
保障機関は雇用しているアクチュアリーに優れた口頭及び文書コミュニケーションスキルを
開発する機会を持たせるべきです。
数理検証の結果を提示する際、またはその他の数理事項を社会保障機関の理事会や管理
者、
さらに他のステークホルダーと協議する際、
アクチュアリーはステークホルダーが十分情
報を知った上で意思決定出来るような方法で情報が提示されるようにすべきです。

アクチュアリーと社会保障機関は異なる対象者に向け、特定のテーマについて複数のコミュ
ニケーションを発信することがあります。
それらは内部で整合しているべきです。

社会保障機関は参加者が給付の年次報告書を理解するのを支援する手続きを設定すべき
です。
アクチュアリーは参加者の質問への回答と説明資料の作成支援を、
コミュニケーショ
ン及び事務部門に依頼されることがあります。

国際社会保障協会－国際労働機関
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E. リスク管理と分析

社会保障の役割は適用対象とする人々のライフサイクルリスクに効果的に対応することですが、
その
管理、財政、運営、及び給付の提供とこの役割をサポートするサービスもまたリスクに晒されています。
社会保障機関が行うことに固有のリスクは多方面にわたり、変化し、
しばしば複雑です。
リスクの性質
は外部傾向や要因、
さらに機関がどう内部的にタスクを遂行し監視するかに拠ります。

リスク管理は組織がその目的を達成する確率を高めることを可能にするものであり、
それは社会保障
機関にも等しくあてはまります。
効果的なリスク管理はリスクの計測と取扱いを理解している専門家の
インプットと関与、及びリスクを分析する適切な手法と前提の使用を必要とします。
従って、数理インプ
ットはこの領域でますます重要になっています。同時に、
このパートはリスク管理に責任を持つその他
の専門家にとっても関係の深い内容となっています。

あらゆるリスクは間違いなく機関にとって直接的または間接的な財政的影響を持つ一方、
リスクの分
析と取扱は、
しばしば財政と給付設計に影響を与え、制度に直接的な財政的影響を持つもの （
「制度
リスク」
）と社会保障機関の管理に影響を与え、
より間接的で、
または数値化がより難しい、財政的影響
を持つもの （
「オペレーショナルリスク」
） に分かれます。
リスク機能は、多くの個別のリスクが機関、制
度及び体制全体レベルでの総合的なリスク管理原則や考慮事項と整合性を保つよう確保すべきです。

このパートは従って、
これら様々なリスク問題をリスク管理プロセスのフレームワークを使って対処し
ています。ガイドライン29はリスク管理計画と社会保障機関のリスク予算またはリスク許容度に関す
る検討事項の設定など、
リスク管理の基礎を成す重要原則をカバーするフレームワークについて記し
ています。
リスク管理プロセスは3つの要素から成り立っています。
すなわち、
リスクの特定（ガイドライ
ン 30）、
リスクの計測（ガイドライン 31）及び保持と移転などのリスクの取扱い
（ガイドライン 32）です。
制度リスクとオペレーショナルリスクを取扱う上でのリスク管理プロセスの実務への適用については、
ガイドライン 33と34 に記されています。
アクチュアリーは数学、統計学、及びリスク理論における技術とトレーニングを適用してリスクを特定、
計測、
そして管理することに広範な専門知識を持つ専門家であることから、社会保障機関のリスク管
理プロセスの各ステップに関与すべきです。
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ガイドライン 29. リスク管理フレームワーク

社会保障機関はリスク管理を監督し、理事会（もしあれば）及び/または管理者に報告するリスク機能
を設定します。
この機能、及びそれにより遂行又は監督されるプロセスは、数理インプットを必要としま
す。
リスク機能は他の機能と調整して効果的なリスク管理を確保します。

リスク問題を理解していることから、
アクチュアリーはリスク管理機能内のリスク管理及び/またはリス
ク管理プロセスに関与すべきです。
これにはリスク管理計画への支援や社会保障機関のための適切な
リスク予算及び/またはリスク許容度の設定を含むことがあります。

リスクの問題は、給付規程や財政の複雑性、投資プロセスに内在するリスク、情報通信技術（ICT）の利
用、
さらに社会保障機関が何をどう行っているかにかかる精査の増加と結びついた世評リスクなどの
ため、社会保障機関にとって重要性を増しています。
また、外部環境における潜在的な変化を理解する
ことも、将来のリスクの進化を予想するために今日適切な分析が行われるよう確保する上で求められ
ます。
多くの機関は、
この領域における、
アクチュアリーを含む、
リスク専門家からのインプットを促進す
る特定のリスク管理機能または部門を設立し、
この現実に対応して来ました。

社会保障機関はリスク管理によりその目的を達成する可能性を高めることができます。
しかしながら、
リスク管理は、機関がリスクに直面したときに対応するといった受動的な実施のみではありません。
そ
れは機関のリスク許容度やリスク予算を定義し、機関が現在及び将来直面するリスクを評価し、
そして
リスクを取扱う上で最も適切な決定をするための、
プロジェクト管理サイクルの設定を必要とします。
効果的なガバナンス構造はリスク管理の重要な要素です。
それはリスクに関する情報が十分収集さ
れ、管理され、
そしてそれらに対処するために適切な構成とメカニズムが導入される事を確保すべきで
す。

リスク管理における数理的関与は社会保障機関の実務の多くの側面に及びます。
この文書における
他の個別のガイドラインは投資、財政及び給付設計などの異なる領域におけるリスク問題について言
及しています。
それらの検討事項は全体的なリスク管理の検討事項やこのパートで記されているプロ
セスに組み込まれています。

社会保障は適用対象としている人口のライフサイクルリスクに対応することを企図しています。
それら
のリスクには死亡、障害、疾病、失業、退職、家族構成の変化、及び医療費の変化などが含まれます。
給
付の設計と提供がこれらの人々のリスクに適切に対応しようとする一方、
そうした責任を引受けること
により機関自体は特定のリスクを管理することに責任を負うようになります。
リスクを評価してそれに
対処することは機関が取るリスクが理解され、評価されることだけでなく、
リスクの移転と共有、及び
保持されるリスクの削減に十分な検討が加えられることも確保しようとするものです。
効果的なリスク
管理は、
リスクの移転、削減、及び保持の間の適切な分割を確保することを企図するものです。

原則

¡¡
¡¡

リスク管理は運営の様々な領域に影響し、理事会及び/または管理者に報告を行うリスク機
能により監督されるべきです。
リスク機能の役割はリスク管理フレームワークとプロセスを
設定し管理することです。
このプロセスに欠かせないのがリスク管理計画の設計、実施及び
監視です。

リスク管理プロセスに直接的又は間接的に関与する様々なステークホルダーの役割が特定
されるべきです。これらステークホルダーの専門知識と経験はリスク管理プロセスに取り込
まれるべきです。
これはステークホルダー間の効果的な調整を通じて行うことができますが、
明確で監視された構造とプロセスが必要になります。
リスク機能はこのプロセスを管理すべ
きです。
国際社会保障協会－国際労働機関
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¡¡

¡¡

¡¡

リスク管理の重要な要素は、
リスクの特定、計測及び取扱です
（ガイドライン30−32）。
しかし
ながら、効果的な管理プロセスは、適切なリスク許容度またはリスク予算の分析が行われ、
定期的に検証されることを必要とします。
リスク予算は機関により異なりますが、制度の目
的、給付の対象、設計と財政、管理能力とガバナンス予算、
さらに外部要因の評価などを含
む多くの要因に拠ります。
「リスク/リターンのトレードオフ」という用語は、投資リスクの検討
において典型的に使われますが、
リスクは報われ、
リスクの削減は制度にとってコスト増にな
る可能性があるという考えを表しています。

ひとたびリスク予算が設定されれば、機関にとって最も重要な財政上の決定はこのリスクを
直接引き受けるか、移転するか、また、なされた決定をどう成し遂げるかです。保持されるリ
スクに対するリスク機能の責任には、各リスクにオーナーを割り当て、
リスクオーナーが適切
なリスク削減の導入を含め、
それぞれのリスクを計量化して管理するための適切な行動を取
る事を確保することなどがあります。
リスク機能は、意思決定ガイドライン
（例、 重大性制限）
の設計を含め、
このプロセスを監視及び検証し、各リスクがどう管理されており、誰がその管
理に責任を負っているかを上級管理者または理事会に報告すべきです。
社会保障機関には、
他の当事者（例、 雇用主、従業員、個人）にリスクを移転するあらゆる決定は注意深く検討さ
れなければならないように、特に多くの種類のリスクを保持することが求められ、または期
待されています。

リスク管理プロセスは適正に文書化され（目的、関与する者、用いられる手段、結果と監視
等）定期的に検証されるべきです。
プロセスに関与する人々に必要とされる能力は定義さ
れ、知識と経験におけるギャップは特定され、対策が取られるべきです。
必要な場合、外部か
らの専門知識を得るべきです
（例、機関内に専門知識が存在しない場合）。

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡

¡¡
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リスクの管理または取扱は、一旦特定され数値化されたのち、
リスクの除去または削減、
リ
スクの影響の軽減、及びリスクの移転と保持の間の選択を含みます。
リスク管理プロセスは
これら3つのオプションを最も適切にミックスしようとしますが、
それは以下に拠ることにな
ります。

•
•
•
•

給付と財政方法の性質。

組織内のリスク保持及び管理能力。
適用対象人口。

利用可能なリスク移転メカニズム。

リスク管理プロセスはリスク管理に責任を負う人々がこの手続きを効果的かつ効率的に行
えるようにします。
社会保障機関は、機関のリスクに対する姿勢（例、
リスク予算）、
リスクを特
定し監視する責任と手法、及びリスクの取扱いを決定する基礎となる重要原則を詳述したリ
スク管理計画を通じて、
このプロセスを文書化すべきです。

アクチュアリーには、
リスクとその取扱いに関する知識、並びにリスクが重要となる機関の多
くのプロセス
（例、投資、
オペレーショナルリスク、給付支払、
その他）の理解があることから、
プロセスへのインプットが求められるべきです。
リスク評価のために正しい分析が用いられ
ること、
また、
アクチュアリーがその管理に関し他のステークホルダーと緊密に連絡を取るこ
とが重要です。
アクチュアリーと機関は、関連する場合、国際リスク管理基準を参照すべきです。
これらの基
準は原則、定義、
リスク管理を巡る原則とプロセスをカバーしています。
このガイドラインの
サポート資料は関連する可能性があるリスク管理基準の更なる詳細について記しています。
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¡¡

リスク管理フレームワークは、
リスクが特定され、分析され、取り扱われる事を必要とします。
全制度レベルにおいて、全体的なリスクは機関が利用可能な様々なメカニズムにより軽減
されるべきです。
リスク管理フレームワークは定義され、常に評価されるべきです。

リスク管理フレームワーク

1.リスクの特定
特定された様々なリスクの
財政的影響

ー

2. リスクの計測
事象の確率とその
重大度の評価、変動幅も考慮

3. リスクの軽減
削減、移転、保持などの
選
択肢の分析
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ガイドライン 30. リスクの特定

社会保障機関はリスクを特定する適切なプロセスと構造を定めます。

リスク管理プロセスの第一の要素はリスクの特定です。
機関が直面するリスクには主に2つのタイプが
あります。
すなわち、通常直接的な財政的影響を持つ制度関連リスク
（ガイドライン33でカバー）と通常
間接的な財政的影響を持つオペレーショナルリスク
（ガイドライン34でカバー）です。
あらゆるリスクの
特定には、設計、提供、財政と資産、管理、事務、及び給付とサービスに関するコミュニケーションなど、
社会保障機関の全ての活動の検証と評価を必要とします。
このプロセスはどのリスクが存在し、
その
重要性と将来において起こりそうな展開に関する情報を機関に提供すべきです。

原則

¡¡
¡¡
¡¡

リスク機能は社会保障機関が直面している様々なリスクに関する情報を確保するプロセス
を管理すべきです。

アクチュアリーはこのプロセスにおいて2つの点で重要な役割を果たす可能性があります。
すなわち、機関が直面する様々なリスクの特定と、特定のリスクに関するデータの提供です。

リスクのデータベースまたはリスクインベントリー(一覧)は、機関により維持され、
その運営
と維持は定期的に検証されるべきです。異なるステークホルダー（例、投資機能、運営者、
ア
クチュアリー、その他）によるリスクのコミュニケーションが、
このプロセスの一部として奨励
され、促進されるべきです。

メカニズム
¡¡

¡¡
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アクチュアリーは特定のインプットを様々なリスクの特定に提供することが出来ます。
数理価
値評価と資産負債管理プロセスは、特定のリスクの性格に関する有用な情報を提供します。
また、数理インプットは、給付支払の性格の理解や負債に影響を与える外部傾向の分析（例、
法制における変更、死亡実績数の進展）などアクチュアリーが専門知識を養ってきた他の領
域において必要になる可能性があります。

直接的または間接的にアクチュアリーが関わる可能性のある他のリスクに関する情報ソー
スとしては、監査人及び外部監査人からのインプット、
または確認検証、他のステークホルダ
ーからのキャッシュフローコントロールとインプット、専門アドバイザー（例、外部投資マネー
ジャーまたは外部アクチュアリー）及び組織内のリスク分析を委託された外部専門家からの
インプットなどが含まれることがあります。
アクチュアリーは他の専門家と緊密に協働し、
コ
ミュニケーションと報告が明確になるよう確保すべきです。

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 31. リスクの計測

社会保障機関はリスクを計測する適切なプロセスと構造を定めています。

リスクの計測は特定されたリスクの頻度と重大度、及び生じそうな結果の分布の評価から成り立って
います。
リスクの頻度とは生じる事象の確率です。重大度とは財政的影響です。一方、分布とは予想さ
れる事象の平均から結果がどの位幅広く変化する可能性があるかを指します。

原則

¡¡

¡¡
¡¡

リスク計測のタスクには数理インプットが求められるべきです。
プロセスにはリスクに関す
る優れた情報（ガイドライン 30, 33 及び34）とリスクの評価と計測を支援するその他のサポ
ートとなる情報を必要とします。
リスクの頻度と重大度に関する情報が入手可能であり、詳
述されている
（例、 投資リスク）場合がある一方、
ある状況下では、分析はより主観的（例、世
評）であり、
アクチュアリーなどプロセスに関与している人々の経験と専門知識に依拠しま
す。

社会保障機関がリスク管理に責任を持つ領域（例、
リスク機能）は、
アクチュアリーを含め、
プ
ロセスに関与する様々なステークホルダーの役割と責任を定義すべきです。
これにはピアレ
ビュー・プロセスを含みます。

リスクは定期的に評価され監視されるべきです。
これが遂行されるプロセスは定義され監
視されるべきです。関連する報告手続がリスク管理の支援となります。
リスク機能は、手法と
報告様式の一貫性が確保されるよう、機関の他の機能や部門により提供されるべきリスク
計測と報告にインプットを提供すべきです。

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡

¡¡

リスクの計測は適切な手法と前提を使って遂行されるべきです。
リスクがどう評価されたの
か監視する適正なピアレビュー・プロセスがあるべきです。
前回のリスク評価もリスク管理プ
ロセスについて有用な情報が提供されるため、再検証されるべきです。
事象が生じる可能性が、
リスクオーナーとリスク管理機能を含むその他の関連当事者の専
門技術に基づいて評価されるべきです。
この評価は過去の事象と将来における内部及び外
部環境の起こりそうな展開を考慮すべきです。
機関の様々な機能で関与する人々との協議が
なされるべきです。

リスクの重大度の計測は予想される事象の財政的影響に基づくべきです。重大度の評価は
リスクのタイプにより変わりますが、重大なリスクについては使用される手法と前提が詳述
されるべきです。
過去の経験が生じそうな結果のガイドを提供する上で有用になる可能性が
あります。
しかしながら、
アクチュアリーは外部及び内部環境を反映する計算において将来を
見据えたアプローチを取り入れるべきです。
一部の事象（例、政治的事象）やリスク
（例、オペ
レーショナル）については、 財政的影響を評価することはより直截では無く、他の定性的メト
リクスも検討されるべきです。
リスクを評価するための情報ソースには、ガイドライン33及び
34で特定されるものがあります。
特に、数理価値評価はリスクの決定に有用な情報を提供す
ることが出来ます
（例、ガイドライン7及び8）。

分布の両端における極端事象は明らかに社会保障機関に対しもっとも影響を持ちうること
から、
リスクの分布の評価は重要です。同時に、低い重大度リスクの大規模な蓄積も著しい
潜在的な財政的影響を持つ課題となりえます。
結果の分布は頻度と重大度の双方、
さらにリ
スク間の相関を評価して検討されるべきです。結果の報告はおそらくシナリオ数を限定する
ことになります
（例、中央、楽観、悲観、及び極端）。

国際社会保障協会－国際労働機関

55

社会保障の数理業務に関するガイドライン

ガイドライン 32. リスクの軽減

一旦リスクが特定され、計測されると、社会保障機関はリスクの軽減と取扱に関する適切な決定を行
います。

このガイドラインは社会保障機関がどうリスクを取り扱うかをカバーしています。社会保障機関及び/
または社会保障制度運営の特定の領域は、それが見合うものである場合にはより高いリスクを受け
入れることがありますが、
その決定は全体的な制度リスクまたは社会へのリスクを削減する文脈に沿
ってなされるべきです。従って、
リスク削減の可能性や残存するリスクの保持と移転の間の選択などの
様々なリスクの取扱いは、全体的なリスクの軽減という文脈に基づいてなされるべきです。

原則

¡¡

¡¡

どのような（要素の）
リスクを保持し、どのようなリスクを移転するかを決定する際、異なるリ
スクのタイプを見分けることが重要です。社会保障制度はライフサイクルリスクに対応する
ための給付とサービスを提供するために存在しているのであり、従って適用対象とする人々
のために、またそこに基づいて、
リスクテークするよう行動します。社会保障給付の管理、財
政、及び提供の責任を受け入れることで、社会保障機関自体が特定のリスクに晒されるよう
になります。
リスクの維持か移転かに関する選択は、両方のアプローチの社会に対するコス
トとメリットの評価、及び最も適切なバランスに関する判断を要します。 このことは投資リス
クに特にあてはまりますが、
それだけでなく、選択が機関内で利用出来るリソースや外部の
オプションやそのコストによって決定されるオペレーショナルリスクなどの他の活動領域に
もあてはまります。
これらの決定にあたってはリスク予算を参照することが欠かせません。
社会保障機関は特定のリスクを取るために十分な見返りを得る必要があります。
この見返り
が十分でないのであれば、
リスクの削減または移転が検討されるべきです。
リスクの削減は
直截ですが、殆どの状況においてコストを伴います（例、
より低い期待投資リターン）。
アクチ
ュアリーは継続的にこの生じる可能性のあるコストを評価すべきです。
しかしながら、運営の
多くの領域においてトレードオフを決定することは単純ではない可能性があり、決定は機関
運営の多くの領域に関わる考慮事項に基づきます
（給付設計、財政、 コミュニケーション、投
資、
その他）。
従って、意思決定がなされる際には全体的視野に立つことが重要です。

メカニズム
¡¡

¡¡

リスクは根本的または予防的手段（リスクの頻度を削減するために取られる手段、例えば、
健康的食生活の取組）、及び事象の影響の重大度を削減することに焦点を当てた事後的手
段、例えば、障害給付を受けている人々への職場復帰手段、
により削減される事が出来ます。
事後的手段は、結果の平均と結果の分布または変動の両方を削減することを企図していま
す。
アクチュアリーは両方のアプローチの可能性と影響にインプットを提供すべきです。
一旦リスクが軽減されると、
それ以上の取扱いに関する決定は保持されるリスクと移転され
るリスクの間の望ましくかつ可能な配分に拠ることになります。
アクチュアリーはそうした決
定範囲を制限するあらゆる法制またはその他の制約、
さらに利用出来るリスク移転メカニズ
ムも考慮に入れるべきです。
リスク機能がリスクを保持するか移転するかを決定する際、
アク
チュアリーは以下を考慮すべきです。

•
•
•
•
•
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リスクの予測可能性。

適用対象となる人口がリスクを取る能力。

リスクが拡がり得る適用対象人口の規模。
リスクを移転するコスト。
リスクの絶対的レベル。
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•
¡¡
¡¡

•

適合するリスク移転プロセスの可用性と社会保障機関及び適用対象となる人口が負
担するコスト。
組織内でリスクを管理及び/または統制する能力。

保持された残存するリスクは管理され、適切な場合、
さらに軽減されるべきです。
リスクの保
持状況に関する財政影響は定期的に評価され、監視されるべきです。
保持されたリスクのイ
ンベントリー（一覧）が維持され、適宜更新されるべきです。
リスク登録のための定期的検証
とエスカレーションが設定されるべきです。

リスクの移転は上述した要因次第になります。
アクチュアリーはリスクの移転方法及びそこ
にかかるコスト、並びに適切な移転メカニズムと外部プロバイダーを選定するプロセスに関
する決定にインプットを提供する可能性があります。
アクチュアリーはプロセスに関わる他の
専門家と緊密に協働します。
.
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ガイドライン 33. 制度リスク管理への数理インプット

社会保障機関は社会保障制度が直面するリスクの管理に数理インプットを求めます。

このガイドラインは社会保障制度に関係するリスクの一部を特定し、ガイドライン30、31、及び32にお
いて定められたリスク管理プロセスを使って、
リスクを特定、計測、取り扱うことによりリスクへの対処
を検討するメカニズムを提示し、
このプロセスへの数理インプットを説明します。

原則

¡¡

¡¡

アクチュアリーとリスク管理機能の役割は、
リスク管理プロセスまたはフレームワークの文
脈において社会保障制度が直面する複数のリスクを分析することにあります。

この役割は定義され、
リスク管理プロセスに関わる他のステークホルダーのみならず社会
保障機関の理事会や管理者とも協働の上で、継続的に検証されるべきです。

メカニズム
¡¡

リスク管理機能とアクチュアリーは社会保障制度が直面するリスクを特定すべきです。 それ
らは以下を含みますが、
それらに限定されません。
（以下に記すリスクの幾つかは相関関係
を持っていることに留意して下さい）。

給付支出リスク
¡¡

¡¡

¡¡

¡¡
¡¡
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給付支出リスクは支払われた給付額が予想より大きくなる可能性です。
この事が起きる理由
には、外部要因による実績と予想の給付支払いの間の差、及び給付規則における変更（例、
予想よりも高い支払になる変更）、
さらに予測よりも高い事務費用などがあります。
実績と予想給付支払の差は以下の要因が契機となることがあります。

•
•
•
•
•
•
•

予想と異なる死亡実績数（例、退職制度における予想より低い死亡率）。
予想と異なる罹病実績率（例、障害給付と医療保険制度について）。

その他の予想と異なる人口要因（例、婚姻率、子供の数）。

予想より高い給与上昇（給付が個人の給与に比例する制度の場合）。
予想より高いインフレ率（給付レベルがインフレ率による場合）。
予想より高い失業率（失業保険制度について）。
予想より高い医療供給者への医療費払戻し。

給付規則における変更は通常法律変更によりもたらされ、段階的に導入されますが、例え
ば、失業や障害事案の激しい上昇につながる極端な事象により引き起こされる、
より急速な
変化も起きることがあります。
これらの変更には給付規則に想定されていなかった特別の支
払（例、支給中の年金の増額）を含むこともあります。
また、特定の施策や制度給付一般を改
正する政治に関連するリスクもあります。
政府における変更または政策における予測不能な
変更は給付設計と財政構造に即時に影響を与えます。

運営費用は給付の変更、新たな法的要件、
さらにコスト超過による運営上の非効率性によっ
てもマイナスの影響を被ることがあります。
ガイドライン34に記すその他のオペレーショナル
リスクは予測されたよりも高い運営費用をもたらすことがあります。

その他の給付支出リスクに影響を与える要因は外部環境の展開（例、失業の増加や高いイン
フレーション）によることがあり、
リスク管理プロセスの一部として監視されるべきです。
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¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

給付支出リスクに関する情報は数理価値評価やキャッシュフロー分析により確保される事
が出来ます。
このリスクの計測は過去の価値評価の経験の分析及びそれに付随するガイドラ
イン7及び8に記載の調整と感応度分析も検討すべきです。
この情報は関連する死亡率と罹
病率表及び適切なその他の前提（ガイドライン3）に基づくよう確保されるべきです。

リスクの取扱いは給付設計における変更、投資戦略における変更、予防的手段（例、労働者
の就業不能事案の削減、部分失業制度）、及び運営の効率性改善、
さらに全てのステークホ
ルダーの関与の拡大を考慮すべきです。

給付削減による支出リスクの削減が、不十分な給付に関連してどんなリスクを生じさせるか
又は増加させることになるか留意することは重要です。
（以下の制度目的リスク参照）。

給付設計と資金調達、及び数理係数と給付額の計算に関連する問題をカバーするガイドラ
インのパートB及びパートGも参照して下さい。例えば、自動調整メカニズムに関連するガイ
ドライン19の情報、及び勘定に付与されるリターンに関するガイドライン15から17はリスク
を取扱うために取り得るまたは取られる手段として検討する事が出来ます。

資金調達リスク
¡¡

¡¡
¡¡

資金調達リスクは責務を果たす上で不十分な財源しか持たない可能性に関連します。 これ
は予想より低い雇用主及び従業員からの保険料収入、政府からの財政補助の削減、
または
予想より低い資産からの収入の結果生じることがあります。
このリスクは制度の財政的及び
世代間の非持続可能性並びに制度の大規模な改正に繋がりうることから、極めて重要です。
この変更には給付や保険料水準の変更だけでなく資金調達アプローチにおける変更も含
む可能性があります。
ガイドライン40から43及び46はこのリスクの取扱いに関するさらなる情報を提供していま
す。
同様に、
パートB もそうしたリスクを軽減し、取扱うために取るべき手段に関する情報を
提供しています。
アクチュアリーは専門的助言を通して、
また数理価値評価の一部として行われる分析、数理
研究、及び資産負債管理により、
このリスクの特定、計測及び取扱を支援すべきです。
パートA
及びパートCにおけるガイドラインは資金調達リスクに関する情報をさらに記しています。

投資リスク
¡¡

このリスクは保有資産に関連する特定のリスク、予想より低い収入及び元本上昇、投資マッ
チングリスク、第三者リスク、ボラティリティリスク、及びデフォルトリスクなど投資プロセスの
全側面に関係しています。
ガイドライン20から23及びISSA社会保障基金の投資ガイドライン
もこのリスクに関するさらなる情報を提供しています。

金利リスク
¡¡

金利リスクは特にこのガイドラインのパートAの数理上の検討（資産及び負債の評価額）及び
パートBの数理上の検討（係数と給付受給額の計算）に影響を与えます。

通貨リスク
¡¡

このリスクは社会保障制度の負債における通貨（通常は自国通貨）と準備基金の一部資産
が保有されている通貨との潜在的なミスマッチに関するものです。
ガイドライン21 と22はこ
のリスク及びその計測と取扱いに関するさらなる情報を提供しています。
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第三者プロバイダーリスク
¡¡

このリスクは外部プロバイダー（例、保管者、健康保険運営者、監査人）に関するものです。
ガイドライン48は外部アクチュアリーの任命において考慮すべき多くの問題を取扱っていま
す。
ISSA社会保障基金の投資ガイドラインも任命に関する問題と投資マネージャー及びカス
トディアンを含む一連の外部プロバイダーの監視についてサポートする助言を提供していま
す。

制度目的リスク
¡¡

¡¡
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制度目的リスクはライフサイクルリスクに適切に対応する目的を満たさない社会保障制度
に関連する重要なリスクです。
このリスクは人口に対する不十分なカバー、十分でない給付
の提供、
または不適切な給付の提供（個人、世帯、
または社会全体のニーズを満たさずに提
供される給付とサービスが資源の最適ではない利用と目的を満たさない制度へと帰結す
る）を含むことがあります。
このことは設けられたインセンティブが不適切である
（例、個人の
職場復帰を促進していない）または制度のより幅広い目的をサポートしていない（例、高齢
期における労働力参加率）場合に生じることがあります。
そうした状況では、適用対象者に
係るリスクは公式または非公式に支援するメカニズムにより個人またはその他の団体等、社
会保障制度の外に移転されます。
このため、制度目的リスクに基づいて取られる他のリスク
決定の影響が考慮される事が重要です。
適用対象と給付十分性に関連する問題の更なる詳
細がガイドライン44と45に記されています。
制度目的を満たさないリスクはオペレーション上の理由からも生じます（ガイドライン34参
照）。
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ガイドライン 34. 社会保障機関が直面するオペレーショナルリスク管
理への数理インプット

アクチュアリーは、制度の管理の様々な要素の知識を持つことから、社会保障機関が直面するオペレ
ーショナルリスクの一部または全部の評価において求められます。内部数理部門も自身でリスク評価
を行い、
それは組織の全体リスク評価に取り入れられます。

社会保障機関は管理、運営、
コミュニケーション及び給付とサービスの調整に関係する一連のオペレ
ーショナルリスクに直面しています。
これらの活動は資金調達や給付設計に直接関係していませんが、
それらはリスクの重要な要素の源泉である可能性があります。
それらのリスクは直接的な定量的影響
と、評価が困難な可能性のある間接的な定性的影響の両方を持つ可能性があります。
ガバナンスの側
面に関係する多くのリスクとこのガイドラインは、ISSAグッドガバナンスガイドラインと併せてお読みく
ださい。

原則

¡¡

アクチュアリーとリスク管理機能の役割は、
リスク管理プロセスまたはフレームワークの文
脈において社会保障機関が直面する複数のオペレーショナルリスクを分析することにある
べきです。

メカニズム

オペレーショナルリスク管理プロセスのフレームワークの下で考慮されるべきリスクの一部には以下の
ものがあります。
¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

人的資源リスク。
これは有能なスタッフを失うリスク、適切なスタッフを惹きつけられないリス
ク、活動量に比してのスタッフ不足、不十分な研修、引継ぎ計画の不在、及び職場関連リスク
（例、
ストレス）に関係しています。
このガイドラインのパートH は数理部門内のこれらリスク
管理に関してサポートする情報を提供しています。

ガバナンスリスク。
これは機関内の脆弱なガバナンスから生ずるリスクに関係しており、
プロ
セス遂行における非効率性、風評問題、外部プロバイダーの監視の欠落、利害対立、
その他
につながる可能性があります。ガバナンスは報告（このガイドラインのパートD）、ピアレビュ
ー・プロセス（パートA）、人員のスキルと経験（パートH）、専門性基準への適合と遵守問題（
パート F）、及び計算の正確な遂行（パート B）などの一連の様々なプロセスと手続をカバー
します。
ISSAグッドガバナンスガイドラインは様々なプロセスの詳細な包括的レビューを提供
していますので、参照して下さい。ISSA社会保障基金の投資ガイドラインは投資ガバナンス
に関するさらなる情報を提供しています。
規制リスク。
これは制度に関連する法的要件に適合しないことを指しており、 禁止されてい
る資産への投資、 最低のサービス提供の目標または受給者に必要な情報提供を満たさな
い、及び法定化されている報告要件への不遵守などを含むことがあります。
これらのリスク
の多くは制度関連リスクに関係していますが、
より幅広いガバナンスリスク評価の一部でも
あります。
パートFは規制リスクだけでなく専門的基準の遵守についての詳細な情報も提供
しており、
パートD は適正なコミュニケーション、報告及び開示に関する要件を記載していま
す。
風評リスク。
このリスクは機関の評判にマイナスの影響をもたらす事象を含み、給付の不支
払、給付支払いの遅延、貧弱なサービス品質、給付計算のエラー、潜在的な利害対立等を含
むことがあります。風評リスクは組織に重要な財政影響をもたらすことがあります。
ガイドラ
イン10及び11に述べられている外部専門家による検証とオペレーション上の統制が数理業
務に関するこのリスクの指標及び軽減の源泉になる可能性があります。ガイドライン13、51
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¡¡

及び25から28もこのリスク管理に関係したサポート情報を提供しています。風評リスクの一
つの源泉は不十分なまたは不適切な給付とサービスの提供にあることは留意されるべきで
す（ガイドライン33参照）。

オペレーショナルリスク。
これは、例えばICT関連リスク
（新たな制度やソフトウェアの不十分
なテストなど）、保険料徴収、記録の保管、及び事業継続など社会保障制度の日常のオペレ
ーションに関係するリスクを含みます。
オペレーショナルリスクは、洪水、
ハリケーン、または
津波が建物または施設（病院、医院その他）の喪失を引き起こすことがあり得ることから、大
災害リスクとリンクされていると言えます。
この リスクはガイドライン33 に記されている制度
目的及び資金調達リスクと直接関係しており、以下を含むことがあり得ます。
;

•
•
•

貧弱なコミュニケーションと情報提供（補償金要求の可能性とオンブズマンによる否定
的判断に繋がる）。
保険料徴収に関する問題（制度の資金調達を危うくし、実効適用率を引き下げる）。

災害復旧計画の欠落。
及び、不十分な記録の保管と複雑な請求手続（実効適用率を引
き下げる）。

ISSA ICT（情報通信技術）ガイドラインとISSA保険料収・納付義務遵守ガイドラインは社会保障機関が
このリスクを軽減することを支援します。
数理的関与については、特にガイドライン2、27、28及び50、
さ
らにこのガイドラインのパートBを参照して下さい。
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F. 規制問題、基準及び専門的ガイダンス

アクチュアリーは国内規制要件、国内及び国際数理基準、
さらに、該当する場合、関連する国際的な専
門職ガイダンスを遵守すべきです。
社会保障機関はこの点についてアクチュアリーをサポートすべきで
す。数理業務に関わる他の専門家も関連する専門職基準やガイダンスの遵守を確保すべきです。
アク
チュアリーは社会保障機関が国内及び/または国際会計基準を遵守することを確保するよう、関連す
る手法と前提を使うべきです。
規制要件、国内基準及び/または国際基準に齟齬がある場合には、社会
保障機関は、
アクチュアリーの支援の下、相対的な重要性に関する明確な方針並びにガイダンス、基
準及び/または規制に関する異なる根拠材料の適用を開発すべきです。
このような方針は実施される
数理業務の性格と目的により変る可能性があります。

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 35. 規制要件の遵守

アクチュアリーと社会保障機関は国家及び/または監督当局により設定された国内規制要件に従いま
す。
これらの規制は管理、資金調達及び給付の提供など、社会保障機関の多くの様々な領域に影響を
与えます。社会保障機関はアクチュアリーの支援の下に、自国の国内法及び規則が批准されたILO条
約を遵守しているか評価し、ILO条約と隔たりがある場合には政府に通知します。

原則

¡¡

¡¡

¡¡
¡¡
¡¡

規制要件には国内だけでなく国際レベルのものも含みます。

アクチュアリーは国内の規制要件だけでなく業務に影響を与える国際規制要件についても
認識しておくべきです。
社会保障機関とアクチュアリーは、国内だけでなく国際規制要件における修正や変更にも
慎重な注意を払い、
それらの変更を監視するプロセスを設定すべきです。

アクチュアリーは、
その専門職としての責任上の可能な範囲で、社会保障機関が関連する規
制要件に従っているかどうか評価すべきです。

国際労働基準は政府、雇用主及び労働者の三者の代表者から成り立っているILO総会によ
り採択された法的文書です。
これらの基準は労働における基本原則と権利を定め、労働界
におけるその他の領域を規制しています。
ILO条約を批准した国々は法的にそれに拘束され
ます。勧告は拘束力のないガイドラインとして提供されます。多くの場合、条約はILOを一度
批准した加盟国により実行される基本原則を定めていますが、関係する勧告はそれがどう
適用されうるかより詳細なガイドラインを提供することにより、条約を補完しています。勧告
はまた独立したものともなり得ます。
すなわち2012年の社会的な保護の土台勧告（第202
号）のように、
どの条約とも関連していない場合があります。
.

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
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規制には数理価値評価及び給付計算に使用する手法と前提、報告規制、投資規制、
リスクを
統治する規制等を述べているものを含むことがあります。
社会保障機関は、
アクチュアリーがインプットを提供する制度に関係する国内及び国際規制
要件における変更に関して定期的に情報を更新できるよう確保すべきです。

アクチュアリーは、
その専門職としての責任と経験に鑑みて可能な範囲で、法律及び規制の
改善に関する推奨事項を提供すべきです。
このことは規制と法律が社会保障機関の定めら
れた目的（例、給付十分性、制度の持続可能性等に関して）と反駁する場合、特に関係してく
ることがあります。
この点において、
アクチュアリーは法的責任から保護されるべきです。

他の事情が同じならば、
アクチュアリーは数理価値評価において規制要件に従った前提を
使用すべきです。規制要件と数理基準、会計またはその他の専門職基準及び/またはガイド
ラインの間に対立がある場合は、
アクチュアリーはその対立の性格を開示し、結果として生
じる財政影響やその他の影響（例、
リスク、事務面）を評価して示すべきです。

アクチュアリーは、国により批准されたILO条約の遵守の評価において社会保障機関を支援
し、必要に応じ、国内法制と批准された条約を整合させるためにどんな行動を国及び/また
は社会保障機関が取り得るか推奨すべきです。
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ガイドライン 36. 数理基準の遵守

アクチュアリーは自身が働いている国、
または会員となっているアクチュアリー会により設定されてい
る関連する数理基準に従います。
もしアクチュアリーが関連する数理基準を設定していないアクチュア
リー会の会員である場合には、社会保障機関は、当該アクチュアリーがモデル基準として国際アクチュ
アリー会（IAA）により推奨されている国際数理実務基準（ISAP）に従うよう確保します。
数理基準の目的は、数理業務提供の対象となるユーザーが、数理サービスが十分な注意を以て遂行
され、そのニーズに適合した包括的で理解しうる結果が導かれることを信頼できるようにすることで
す。
IAAはそのメンバー組織が一貫した基準を作成するためのガイドとして採用、調整、又は使用するモ
デル基準を提供するため、国際数理実務基準（ISAP）を公表しています。ISAPはまたアクチュアリー会
が自身の基準を作成していない場合、
アクチュアリーへのガイダンスを提供します。

財務や統計報告、会計及び法的基準などの数理業務に関連する分野における他の基準や要件も、ガ
イドライン37及び39に記されている通り、
アクチュアリーにより考慮に入れられるべきです。

原則

¡¡
¡¡
¡¡

アクチュアリーは自身の業務に影響を与える、関係するアクチュアリー会及び国際数理基準
に確実に精通しておくべきです。

社会保障機関はアクチュアリーが適用されるアクチュアリー会の基準に従って業務を行うこ
と、もし彼らの所属する会が関連する基準を設定していない場には、国際数理基準、特に社
会保障プログラムの文脈におけるISAP 1 とISAP 2を重視するよう確保すべきです。

数理基準の遵守は公衆及び他のステークホルダーからの信用性と数理業務の能力に対す
る信頼を高め、
この職種が公衆に対し効果的かつ責任ある方法で役立っているという事実
を強化します。

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡

¡¡

アクチュアリーは、行っている数理業務の品質と妥当性を確保するために、自身のアクチュア
リー会及び/または業務が遂行されている国のアクチュアリー会のあらゆる適用される実務
基準を考慮に入れるべきです。
関連する数理基準が自身のアクチュアリー会により及び/または業務が遂行されている国の
アクチュアリー会により設定されていない場合、
アクチュアリーはあらゆる関連国際基準に
従うことを考慮すべきです。
アクチュアリーは従うべき適切な基準に関し疑問がある場合は
自身のアクチュアリー会及びIAAからの助言を求めるべきです。

アクチュアリーが個人の見解に基づき、社会保障の業務に関し他のアクチュアリーが適用さ
れる数理基準を完全に遵守していないと認める時には、当該アクチュアリーはそのアクチュ
アリーと協議し、乖離している領域を明らかにし、数理基準を完全に遵守するためになされ
るべき変更について助言しなければなりません。当該アクチュアリーの助言にも拘らずその
乖離が修正されない場合には、
その問題を社会保障機関に報告すべきです。
そうした状況に
おいては、当該アクチュアリーはまた、あらゆる報告、内部通報または関連するアクチュアリ
ー会により設定されている懲罰手続も参照すべきです。
アクチュアリー会に所属せずに社会保障機関への数理サービスの提供に関与している社会
保障の専門家は、適用される基準並びにあらゆる国内組織の、
またはそうした組織が存在し
ていない場合、
その全メンバー組織に対しIAAが求めている最低行動規範に従うべきです。
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社会保障機関は、社会保障のための数理業務について関連する数理基準のみならず行動規
範も従わせるよう確保する手続きを設定すべきです。
数理価値評価に関する報告は関係する数理基準の遵守について明記すべきです。
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ガイドライン 37. 会計基準の遵守

アクチュアリーは社会保障制度が関連する会計基準を遵守することを支援します。
アクチュアリーは
会計目的に使用される計算を行う際、関連の手法と前提を使用します。

原則

¡¡

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

国内及び/または国際会計基準を遵守する社会保障機関は開示に関連するインプットを提
供するために、
アクチュアリーのインプットを求めるべきです。

アクチュアリーは自身の業務の遂行を考慮に入れるため、関連の会計原則、国内法定要件
及び適用されるガイダンスを認識しておくべきです。
会計基準は技術的文書であり、時と共に変更がなされます。
アクチュアリーは関連する基準
の数理的意味を理解し、適宜それらを開示するよう確保すべきです。

国内数理基準は通常、
アクチュアリー及びその他の専門家に会計基準の遵守に関するガイ
ダンスを提供しています。
適用される会計基準により他に定めのない限り、会計目的の数理価値評価に使用される手
法は社会保障制度のために採用される資金調達アプローチと整合しているべきです。

会計基準により定められている手法が社会保障制度の資金調達アプローチと整合していな
い場合、社会保障機関は関連する国内当局が異なる結果のセットの異なる目的に関する説
明と長期的な持続可能性に関する議論と共に、社会保障制度の資金調達アプローチと整合
する計算を開示するよう、促すべきです。
アクチュアリーは自身の業務に適切な実務基準を適用し、尊重する責任を負っています。

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

適用される会計基準により他に定めの無い限り、賦課方式（PAYG）または部分積立方式によ
り資金調達されている制度については、負債と資産の計算は、現在及び将来の拠出者の将
来の給付だけでなく将来の保険料収入も考慮に入れるべきです。
定められた会計手法が制
度の資金調達アプローチを反映しない数理手法を求める場合は、会計基準により定められ
た手法に基づく結果に加え、制度の資金調達アプローチと整合した手法を使った結果が別
途開示されることが推奨されます。
アクチュアリーは会計目的の数理価値評価報告における手法と前提の詳細を示し、政策立
案者が制度の財務状態に関する公正で完全な姿を把握するために、全面的な知識が確実に
提供される上で適切な場合には、追加の結果を提供すべきです。

アクチュアリーは必要とされる開示情報が代替の前提の使用によりどう影響を受けるかを
例証する感応度分析の結果を提示することが推奨されます。
ガイドライン8は結果の不確実
性の例証に関する更なる詳細を提供しています。
アクチュアリーは発生主義会計、財務会計、不足の計算、及びその他の関連する会計問題の
目的と手法について、制度の会計士及び監査人と適切に連絡を取るべきです。
これらの手法
は会計目的の数理価値評価報告において定義され、説明されなければなりません。財務諸
表や他の関係する数値は該当する会計基準と整合していなければなりません。

会計目的の数理価値評価に関する報告は、関係する数理及び会計基準の遵守について明記
すべきです。

アクチュアリーは適宜、結果のコミュニケーションが制度の資金調達アプローチを考慮に入
れることを確保する視点から、
プロセスに関与する他のステークホルダーと適切な調整を図
るべきです。
国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 38. 国内及び国際統計報告の要件の遵守

アクチュアリーは、社会保障制度を代表して、国内当局が国内及び国際統計報告基準を遵守できるよ
う支援します。国内勘定、政府の財務統計及び/またはあらゆるその他の国内及び国際統計報告を遵
守する目的で求められる計算を遂行する場合、
アクチュアリーは関係する手法と前提を使用します。

原則

¡¡

¡¡
¡¡
¡¡

¡¡

社会保障機関は国内統計局、財務省、
プランニング担当省、及びその他関連する省庁などの
国内当局から国際連合国民経済計算（SNA）及び政府の財務統計などの国内及び国際統計
報告基準に準拠する社会保障制度に関する情報の提供を求められることがあります。
そうし
た状況では、社会保障制度の計算を行い、開示を提供するアクチュアリーのインプットが求
められるべきです。

アクチュアリーは業務を行う上での様々な国内及び国際統計基準同様、国内勘定や政府の
財務統計の報告原則、要件及び手法についても認識しておくべきです。

統計報告基準により別途定められていない限り、国内勘定及び政府統計報告にインプットを
行う手法と前提は社会保障制度の数理価値評価、及び社会保障制度に採用された資金調
達アプローチと整合していなければなりません。

国内勘定及び政府統計報告へのインプットを作成する手法が社会保障制度に採用された
資金調達アプローチと整合していない場合、社会保障機関は関連する国内当局に、補足的
記述として、異なる結果のセットの異なる目的に関する説明と長期的な持続可能性に関する
議論と共に、社会保障制度への資金調達アプローチと整合した代替的計算を開示すること
を促すべきです。
アクチュアリーは自身の業務に適切な数理基準を適用し、尊重する責任を負っています。

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
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国内及び国際統計報告の要件により別途定めの無い限り、賦課方式（PAYG）または部分積
立方式により資金調達されている制度については、負債と資産の計算は、現在及び将来の
拠出者の将来の給付だけでなく将来の保険料収入も考慮に入れるべきです。
国内及び国際
統計報告基準が制度の資金調達アプローチを反映しない数理手法を義務づけている場合
は、適用される国内及び国際統計報告の要件下で定められた手法に基づく結果に加え、制
度の資金調達アプローチと整合した手法を使った結果が別途開示されることが推奨されま
す。
アクチュアリーは国内及び国際統計報告目的の数理価値評価報告における手法と前提の
詳細を定め、政策立案者が制度の財務状態に関する公正で完全な姿を把握するために、全
面的な知識が確実に提供される上で適切な場合には、追加の結果を提供すべきです。

アクチュアリーは必要とされる開示情報が代替の前提の使用によりどう影響を受けるかを
例証する感応度分析の結果を提示することが推奨されます。
ガイドライン8は結果の不確実
性の例証に関する更なる詳細を提供しています。
アクチュアリーは政府統計報告における資産と負債の目的、手法及び開示について国内関
連当局だけでなくその他のステークホルダーとも連絡を取るべきです。
これらの手法は国内
及び国際統計報告目的の数理価値評価報告において定義され、説明されなければなりませ
ん。
国内及び国際統計報告目的の数理価値評価に関する報告は、関係する数理及び統計基準
の遵守について明記すべきです。

国際社会保障協会－国際労働機関
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結果を連絡するにあたり、
アクチュアリーは国内及び国際統計報告の要件と社会保障制度
の財政持続可能性を評価する数理価値評価において提示された情報との差異を説明すべ
きです。
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ガイドライン 39. その他の専門職基準及びガイダンス

アクチュアリーは自身がメンバーとなっているあらゆる専門職組織の専門職基準を遵守します。
アクチ
ュアリーは社会保障機関、及び/または自身がサービスを提供している機関の内部基準やガイドライン
を遵守します。
アクチュアリーはまた、自身が行っている業務に関連する他のあらゆるガイドラインに従
います。

一般的な専門職としての行動、研修、懲罰問題、及び数理実務に関係して、専門職基準及びガイダンス
が複数存在しています。
数理及び会計基準以外の専門職基準（例、公認財務アナリストまたはリスクス
ペシャリストの専門職基準）は直接及び間接に業務に影響することがあり得るため、
それらはアクチュ
アリーにより考慮に入れられなければなりません。
国際レベルにおいては、ISSA ガイドラインとハンドブック、
『the joint ISSA and ILO Quantitative
Methods in Social Protection Series』及びILO政策文書と内部ガイドラインが数理問題に関する国際
ガイダンスを提供しています。

このガイドラインはガイドライン49及び51と共にお読みください。
.

原則

¡¡

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

専門職基準は専門的業務に対する公衆の信頼を強化することを目的にすべきです。

専門職基準は適切な専門職のパフォーマンスの証跡を提供すべきであり、
あらゆる一般のま
たは専門職の対立を解決する基礎を成すべきです。

実務基準は、数理職種が公衆の利益において効果的に行動することを規制当局が依拠する
ことにさらなる保証を与えるべきです。
専門職基準は専門職育成のための継続研修に関する基準と推奨事項として役立つことが
出来ます。

専門職基準は社会保障制度の持続可能性だけでなく、人々の幸福にも影響を及ぼす可能
性のある政策決定に関する社会保障機関の業務に対するアクチュアリーの役割を設定すべ
きです。
実務基準は、会員への懲罰規程を併せ持ち、当該職種が効果的に自身を統治し、公衆の保
護において積極的な関心を持っていることを示すべきです。

専門職基準は、例えば、会計基準と数理基準が異なる手法及び/またはアプローチを言及す
るなど、異なる基準がある場合の潜在的な対立を解決する方法に関してガイダンスと推奨
事項を提供すべきです。

国際ガイドライン及びモデル基準は、国内で採択されるまでは従わせる強制力は持たない
ながらも、
アクチュアリーへのガイダンスを提供することを目指すべきです。

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡
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アクチュアリーは業務の品質を維持改善するために、国際及び/または国内数理規制により
設定された継続的専門職開発要件を遵守すべきです。
アクチュアリーは政策決定に関する社会保障機関のあらゆる業務について自身の役割を認
識すべきです。

社会保障機関は専門職基準または国内法制の遵守が尊重されない場合に発動される可能
性のある懲罰手段について認識すべきです。
アクチュアリーは、社会保障制度の管理におけ
る専門職基準及び/または法制についての違反にあたると認められた場合、監督当局に直
ちに通知すべきです。
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社会保障の数理業務に関するガイドライン

¡¡

アクチュアリーは、手法及び/またはアプローチにおける異なる基準間（例、会計と数理基準
間）の潜在的対立を解決するために、専門職基準や他のガイダンスに依拠すべきです。
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G. 政策及び戦略問題

アクチュアリーは社会保障制度の設計、実施、及びオペレーションにおいて重要な役割を果たします。
彼らの専門知識はこの点において、意思決定プロセスへの重要な貢献です。
アクチュアリーは彼らの
関与がしばしば相反する目的を持つ領域を含み、推奨事項の策定において彼らの判断を用いる必要
があることを認識すべきです。
インプットの領域については、十分性と適用範囲の検討のほか、新制度
のコスト算定、積立、資金調達及び持続可能性に関する検討も含まれる可能性があります。
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ガイドライン 40. 新たな社会保障制度の設計

新たな社会保障制度の設計と実施において政府組織に効果的に関与しながら、社会保障機関は関与
するあらゆる新制度の設計特徴とその数理的及び政治的影響に関して当事者に助言します。社会保
障機関はこのプロセスにおけるアクチュアリーのインプットを求めます。

新たな社会保障制度を設計するにあたっては、全てのステークホルダー、
すなわち、政府からの代表
者、雇用主及び労働者の関与が不可欠です。社会の構成員は彼らの生活に直接の影響を持つプロセ
スに参加出来るべきです。
給付設計は給付の対象とされる人々のニーズと権利に沿って策定されるべ
きです。
ステークホルダーが設計プロセスに関与する機会は、給付が社会のニーズを満たす可能性を
高めると共にオーナーシップの意識により制度に対する信頼と支援を強めることになります。

新しい社会保障制度の設計を監督する社会保障機関は方針と数理専門技術を全てのステークホルダ
ーに提供することにより、
このプロセスに重要な役割を果たします。
アクチュアリーは新しい社会保障
制度に提案された設計の影響を評価する上で不可欠です。

原則

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

新たな社会保障制度の設計に参加する一方、社会保障機関は十分性、費用負担の可能性、
及び検討されているオプションに対する様々な資金調達アプローチに関し、
ステークホルダ
ーに助言すべきです。

新しい社会保障制度に関し、社会保障機関は国全体の社会保障制度の一部としてそれを検
討することで、十分性と費用負担の可能性を評価すべきです。多くの国では私的制度及び公
的制度が共存していることから、
そうした分析は私的制度も含める必要があるかもしれませ
ん。

社会保障機関はステークホルダーと協働し、特定の国のおかれる状況の中で、
「十分性」と
「
費用負担の可能性」の意味するところを定義すべきです。
そうすることにより、社会保障機関
は十分性に関する国際基準についてステークホルダーに注意を向けさせるようにすべきで
す。

新しい社会保障制度の設計、特に年金や医療保険制度は、適用対象とする人口の構造的特
性を考慮しなければなりません。
特に、低下する出産率と死亡率による高齢化が制度に及ぼ
す影響と、
その結果としての現役保険料負担者の年金受給者への移行が考慮されるべきで
す。

新制度の設計にあたり考慮に入れられるべき他の重要な側面としては、貯蓄とインセンティ
ブ構造、労働市場、政府のファイナンスと財政的持続可能性、及び世代間及び各世代内の異
なるカテゴリー間の公平性に関する影響などがあります。
新制度の適切な資金調達と積立方針は現在の経済及び人口環境だけでなく、将来予測さ
れる傾向も考慮に入れて設定されるべきです。
社会保障機関はステークホルダーとの協議にアクチュアリーを含めるべきです。

メカニズム
¡¡

¡¡

新制度の保険料率は既存の制度の役割に慎重に注意を払って設定されるべきです。結果と
してもたらされる給付全体と保険料率の合計 （全ての制度が考慮された場合）は給付全体
の十分性、保険料拠出の費用負担可能性、及びその結果もたらされる制度の持続可能性の
間のバランスが取れるように工夫されるべきです。
原則として、社会保障機関は望ましい給付水準が標準的なキャリアを経て達成されるよう確
保するように保険料率を設定すべきです。
それはまた、適用対象となる人々のキャリアパター
国際社会保障協会－国際労働機関
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¡¡

¡¡

¡¡

ンにおけるバリエーションや、就業キャリアを完全に満たさなかった人々に対する制度の給
付目的も考慮すべきです。
社会保障機関は新社会保障制度の設計においてILO条約と勧告を参照すべきです。

アクチュアリーは新しい社会保障制度の人口環境の展開を例証する指標を開発すべきです。
例えば、依存率（保険料拠出者数に対する受給者数の割合）及びその変化は、高齢化するプ
ロセスの優れた指標となります。

アクチュアリーは、例えば、賦課方式（PAYG）、部分積立、及び完全積立など様々な資金調達
アプローチの下で、新しい社会保障制度のコストを評価すべきです。最も適切な資金調達ア
プローチに関する推奨事項は以下の要因を考慮すべきですが、
それらに限りません。

•
•
•
•
•
•
¡¡
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適用対象となる人々の現在及び予想される将来の人口構造の性格。
当該国の現在及び予想される将来の経済環境。

国内金融市場の発展度合と国際金融市場へのアクセス。

資産を管理する上で利用出来る内部及び外部のスキルと専門知識。

新制度の収入の使用についてステークホルダーにより設定されたあらゆる目標。
例、社
会的責任投資。

社会保障制度の他の部分だけでなく利用可能な場合、私的制度によっても、用いられる
資金調達アプローチ。
そうした分析は、制度の全体的な費用負担可能性と十分性に対
する将来のマイナスの影響を最小にするために行われるべきです。

プロビデントファンド制度の構造と設計に関する推奨事項は、資金調達と十分性の検討に
加え、適切な最低投資収益率と通常の退職年齢前に給付を引き出す可能性（そうした引出
の手段と潜在的影響を含む）も考慮に入れるべきです。
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ガイドライン 41. 新たな社会保障制度の価値評価とコスト

制度の創設時、社会保障機関は所与のレベルの財源で提供されることの出来る保護のレベルと、所与
のレベルの保護を提供するためにどんな財源が必要になるかを取扱う数理価値評価を遂行します。
社会保障機関は新たな社会保障制度の数理評価により特定された分析に影響する要因を検討しま
す。
保険料賦課対象となる所得の上限額及び下限額、提供される給付の種類とレベル、給付算定式、資格
要件、退職年齢、給付スライド及び保険料率表などの制度の重要な設計パラメータは、異なる所得グ
ループと世代それぞれの給付レベルと同様に平均給付水準、
また同時に制度のコストも決定します。

新制度のコスト評価の難しさは、 制度の前提が具体的な経験と信頼出来るデータに基づいて策定す
る事が出来ないために生ずる高いレベルの不確実性に関係しています。同時に、新制度の成功とその
良好なガバナンスは、堅固な事実を基礎とし、数理価値評価の結論と推奨事項に基づく決定に依存し
ます。
このガイドラインはパートAのガイドラインと共にお読みください。

原則

¡¡
¡¡

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

社会保障機関は新しい社会保障制度導入の重要部分として、
データ収集と分析のためのメ
カニズムを導入すべきです。
ISSA ICT（情報通信技術）ガイドラインが参照されるべきです。

社会保障機関は制度の高齢化により長期的に著しいコストの上昇があり得ることをステー
クホルダーに伝えるべきです。
このプロセスは保険料率及び/または給付の将来の変更をも
たらすことがあります。

ステークホルダーへの定量情報の提供は、情報を十分知った上で決定を行うためには不可
欠です。
様々なステークホルダー、
すなわち、政府、労働者、及び雇用主から成る三者、が新制度の給
付設計及び資金調達構造と財源、特に保険料率に関する見解を表明することがあります。
社
会保障機関はこれらの見解が数理的に評価され、
その財務的影響がステークホルダーに伝
えられるよう確保すべきです。

社会保障制度の価値評価はアクチュアリーの最良推計前提に基づくべきです。前提が法律
により、
または他の当局により定められている場合、所定の前提に基づく結果に加え、
アクチ
ュアリーの最良推計前提にもとづく結果の一式がステークホルダーに対し提示されるべき
です。
制度の将来の給付の十分性及び持続可能性を確保するためには新制度の最初の価値評価
が重要です。
このため、社会保障機関はガイドライン49で述べている必要資格を有するアク
チュアリーに最初の価値評価を行わせるようにすべきです。
社会保障機関は新制度の数理価値評価には高度の不確実性があることを認識し、
この不確
実性をステークホルダーに伝えるべきです。

メカニズム
¡¡

¡¡

データの収集と分析手続はガイドライン2に従うべきです。

新制度の数理価値評価の前提は、過去の一般的経済及び人口統計に依拠して及び/または
類似する性格を持つ他国の社会保障制度の経験を使って設定することも可能です。価値評
価に使われるデータと前提の妥当性についてはアクチュアリーの判断が不可欠です。

国際社会保障協会－国際労働機関
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¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

価値評価において、
アクチュアリーは制度の高齢化などの人口構造の変化が長期的に著し
い財政面への及び/または設計面への影響をもたらしうることを示すべきです。

新しい社会保障制度の数理価値評価はステークホルダーにより提案された様々な制度パラ
メータの選択肢と資金調達手法に基づく制度の支出予測を提供し、
また、各選択肢のもとで
の保険料率表の変更に関する推奨事項を提供すべきです。

社会保障機関はステークホルダーに必要な定量情報を提供し、彼らが情報を十分知った上
で決定を行い、給付十分性と費用負担可能性の間の適正なバランスに十分注意を払うこと
が出来るようにさせるべきです。
既存の社会保障制度の数理価値評価における場合と同じく、意思決定を促進するために関
連する指標が意思決定者に対して提供され、説明されるべきです。
それらの指標には以下が
含まれることがあります。

•
•
•
•
•
•
•
•

¡¡

¡¡
¡¡
¡¡
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•
•
•

法定及び実効制度適用率。
人口依存割合。

経済的割合（代替率）。

賦課方式（PAYG）
コスト率。
平準保険料。
準備金割合。

準備基金が枯渇する年。

現在及び予想の数理貸借対照表とプログラムの資金調達と整合した基礎（例、賦課方
式（PAYG）と部分積立プログラムについてはオープングループを基礎とする）に基づく積
立割合。
収入、支出、及び対GDPパーセントとしての準備金。
医療保険制度利用率。

医療保険制度に対する一人当たり平均請求額。

新制度の数理予測の範囲は制度の設計及び目的と整合しているべきです。例えば年金制度
であれば、
その範囲は現在の保険料拠出者が予測期間内に給付の受給を終了する75年以
上とすべきです。
この問題は資金調達メカニズムまたは、
それに代る、制度の将来給付債務
を満たす準備金レベルの設定手法と密接に関係しています。意思決定を行うにあたっては、
アクチュアリーはガイドライン4を考慮すべきです。

アクチュアリーは様々な設計オプションの長期的な財政上の影響を評価するために、
ステー
クホルダーの見解を考慮に入れながら、最良推計前提を使用すべきです。
前提の決定にあた
り、
アクチュアリーと社会保障機関はガイドライン3を考慮すべきです。
新制度の数理価値評価には高度の不確実性があるため、
アクチュアリーが幅広い様々な前
提に基づいた制度の広範な感応度分析を遂行することが欠かせません。
アクチュアリーと社
会保障機関はガイドライン8を参照すべきです。

社会保障機関は様々な経済及び人口シナリオの下での財政的な実行可能性を精査し、将来
の様々な社会経済の背景の下で直面する可能性があるリスクの情報をステークホルダーに
提供すべきです。このプロセスにおいて、
アクチュアリーと社会保障機関はガイドライン33を
参照すべきです。

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 42. 積立及び資金調達上の検討事項

社会保障制度の資金調達に関し、社会保障機関は国の社会経済の背景のみならず制度に関連する要
因も考慮に入れた、正式に書面化された積立方針を設定すべきです。
アクチュアリーは社会保障制度
のあらゆる数理価値評価を行う中で、
この積立方針を考慮に入れます。

積立方針の目的は、制度に関連する要因を考慮することで社会保障制度を積み立てるフレームワー
クを構築することです。
そうした要因には以下を含みます。
すなわち、給付の確保と十分性、保険料の
安定性及び/または資金負担可能性、制度参加者の人口構造の性質、制度の財政状況、制度の法的規
程、及び給付の指数化などあらゆる重要な取決め等です。

積立方針はアクチュアリーに数理実務基準に沿い、制度のリスク許容度に注意を払った価値手法と前
提の選定におけるガイダンスを提供します。
アクチュアリーによる積立方針の検討は規則に沿った給
付水準と支払及び保険料水準の安定性と持続可能性を確保する点について積立目的が満たされるよ
う確保する上で不可欠です。

原則

¡¡

積立方針は正式に書面化され、一般に公表できるようにすべきです。

¡¡

社会保障機関はあらゆる積立方針の策定と改善においてアクチュアリーのインプットを求め
るべきです。

¡¡

¡¡

¡¡
¡¡

積立方針は制度の積立目的を定義し、制度が直面する重要なリスクを記述し、
また、積立の
変動要因を特定すべきです。
望ましい積立レベルは国の人口と経済環境を考慮すべきです。

具体的な国の社会経済状況の下での保険料の費用負担可能性と給付十分性を検討するこ
とが必要です。
積立方針は給付十分性、保険料の費用負担可能性、及び長期的な時間軸での持続可能性
の間の適正なバランスを取って、設定されるべきです。

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡
¡¡

社会保障機関は制度の数理価値評価を行うアクチュアリーに、
その積立方針について通知
しなければなりません。

数理価値評価を行うにあたって、
アクチュアリーは正式な積立方針に従うべきです。
アクチュ
アリーは自身が数理評価に採用した積立方針を報告において明瞭に述べることが推奨さ
れます。
制度の積立方針が無い、
または、非公式な積立方針しかない場合、
アクチュアリーは自身が
どんな積立方針を想定し、何故その方針を想定したかの根拠と判断を報告において明瞭に
示すべきです。
以下の検討事項に注意を払いながら事前積立の望ましいレベルが選定されるべきです。

•
•

投資における予想される将来実質投資収益率が、雇用拡大と実質平均個人給与成長
の総和で表わされる予想実質賃金成長より高い状況においては、一般により高い積立
レベルがより適合します。
しかしながら、
より高い積立レベルは長期及び安定的な投資
機会と投資管理専門知識が存在している状況においてしか適切ではありません。

高いレベルの事前積立は、不安定なマクロ経済状態及び/または限定的な投資機会し
かない国々においては適合しません。
また、高いインフレ率による著しいリスク、限定的
な投資機会と不十分な投資管理専門知識、投資ガバナンスリソースの欠落及び/また
国際社会保障協会－国際労働機関

77

社会保障の数理業務に関するガイドライン

¡¡
¡¡
¡¡

¡¡

78

•

は制度基金の乱用の可能性が存在している場合、高い積立レベルを持つことは推奨さ
れません。

予想される将来実質賃金成長が投資の将来実質投資収益率より高い国々においては、
より低い積立レベルがより適合しています。

事前積立のレベルは国の経済及び人口環境の進展と合わせて、監視され、調整されるべき
です。

事前積立の望ましいレベルは社会保障制度の種類により変わる可能性があります。
例えば、
退職後の医療保険給付を提供する制度については、事前積立のレベルは退職後の保険料
体系に拠ります。

社会保障制度はしばしば事務費用の上限を収入に対する一定割合または投資収入に対す
る一定割合として設定しています。
そうした場合、積立レベルは自動的に不合理ともみられ
る事務費用上限の上昇に繋がります。社会保障機関は、補助資金が正当な根拠が与えられ
ない事務費用の上昇ではなく、給付改善及び/または制度の財政持続可能性強化などのよ
り差し迫ったニーズに使われるよう、
この問題を認識すべきです。

アクチュアリーは積立方針の策定に関与すべきです。特にアクチュアリーは、社会保障制度
が直面するリスク
（ガイドライン33）、制度の事前積立の程度（資産負債管理、ガイドライン21
及び22）、保険料の費用負担可能性（ガイドライン43）、及び給付の十分性と適用範囲（ガイ
ドライン44及び45）を評価する際の支援を提供すべきです。

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 43. 持続可能性に関する検討事項

健全な社会保障制度ガバナンスの一環として、社会保障機関は社会保障制度の持続可能性を継続的
に監視します。

持続可能性と言う考えは財政面だけでなく、社会的及び政治的持続可能性も包含することがありま
す。制度の設計、実施、及び運営に対する公衆の信頼と信用は、制度の持続可能性に資する大きな要
因です。

このガイドラインは、社会保障制度の良好なガバナンスを確保する上で考慮に入れられるべき持続可
能性に関する検討事項についてのガイダンスを提供します。
このガイドラインは当ガイドラインのガイ
ドライン1とISSAグッドガバナンスガイドラインのセクション B.4と併せてお読みください。

原則

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

社会保障機関は、責任を負う制度の数理検証を定期的に行うべきです。数理検証の主な目
的は、制度に基づき提供される給付費用を賄うよう将来の期間に亘る保険料率を設定し、必
要に応じた給付と拠出の変更における影響の財政的予測を提供し、また、制度が晒されて
いるリスクを評価することです。
ガイドライン1は更なる情報を提供しています。

社会保障機関は、持続可能性を確保する十分なレベルの積立額を計測する財務指標を策定
すべきです。
これらの指標だけでなくその選定の合理的根拠も文書化されるべきです。

社会保障機関は制度の持続可能性の維持を目的とした自動調整メカニズムの導入を検討
することが出来ます。
制度の人口及び財政状況、及びステークホルダーとの協議と決定に基
づいて特定のパラメータの自動調整（例、給付スライド、給付削減、保険料率）を設定すること
が出来るでしょう。

社会保障機関は、
アクチュアリーの支援を得て、社会保障制度に現れている世代間移転のレ
ベルを定期的に評価すべきです。
世代間移転の程度は人口と経済の背景だけでなく、制度に
採用されている資金調達アプローチにも拠ります。例えば、純粋な賦課方式（PAYG）の下で
は、現在の拠出は全て前の世代の給付支払いに使われます。
それが世代間移転を意味しま
す。一定期間に亘り平滑化された保険料率を持つ賦課方式（PAYG）アプローチは給付の事
前積立の一定額を意味し、
それはそうした移転を減少させます。
世代間移転は意識的にまた、
（暗示的に）制度の参加者により受け入れられていると言えます。例えば、社会保障年金制
度への保険料拠出者は年金受給者の第一世代が彼ら自身の拠出に比較して相対的に多い
給付を受け取ることを概して受け入れていますが、
それは当初の拠出がより低かったのは将
来世代と比較して概して低い生活水準だったからです。
しかしながら、過度のレベルの世代
間移転は制度の政治的な持続可能性を危うくすることになる可能性があります。
アクチュア
リーはそうした移転のレベルと性質を評価し、適切な意思決定に貢献すべきです。

メカニズム
¡¡

社会保障機関は数理検証の頻度に関し、法制要件に従うべきです。

¡¡

法制要件がない場合には、社会保障機関が数理検証の頻度に関する内部方針を設定し、従
うべきです。
またデータとリソースがそれを可能にし、制度給付と負債の財政規模の性質に
拠っては、
ステークホルダーと社会保障制度の管理にそれが付加価値をもたらす場合には、
価値評価がより頻繁に遂行されるべきです。

¡¡

¡¡

社会保障退職制度を統治する法律は通常、社会保障制度の数理検証が定期的に、例えば少
なくとも3年から5年に一度、行う事を求めています。

医療保険、労働災害、及び失業保険制度など年金以外の給付に関する制度を管理する社会
保障機関は年次で数理検証を遂行すべきです。
国際社会保障協会－国際労働機関
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¡¡

自動調整メカニズムは、
ステークホルダーを意思決定から除くことなく、社会保障制度の持
続可能性を維持するセーフティネットを提供すべきです
（ガイドライン19も参照）。 この点に
関し、

•

•

¡¡

¡¡
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•

そうしたメカニズムは制度の人口割合、経済パラメータ、及び/またはそれらの組み合わ
せに拠ることがある可能性があります。

社会保障機関は社会保障制度の費用負担可能性、十分性及び持続可能性に関するそ
うしたメカニズムを適用する影響の詳細な分析を行うべきです。
アクチュアリーは自動調整メカニズムの設計、評価、及び適用に関与すべきです。

社会保障年金制度への保険料拠出者が、制度の年金受給者の第一世代が彼ら自身の拠出
を超える額の給付を受け取ることを概して受け入れているとしても、社会保障機関及び他の
ステークホルダーは給付と拠出のレベルを、将来世代が給付と拠出の間の関係を受け入れ
られるように設定することが重要です。世代間の公平性は資金調達戦略の選択や準備金の
レベルに影響を及ぼす可能性があります。
アクチュアリーは世代間の公平性の適切な手段
を開発すべきです。
例えば、
そうした手段には以下、
またはそれらの組み合わせを含むことが
あります。

•
•
•

異なる群団別の内部投資収益率。

保険料拠出者の生涯に亘る拠出の現在価値に対する給付の現在価値の割合。
年金年額に対する合計拠出の現在価値の割合。

社会保障制度の持続可能性を評価するために社会保障機関により用いられる手段は、
プ
ログラムの目的や資金調達アプローチと整合性を持たせるべきです。例えば、PAYGや部分
積立制度については、社会保障機関は労働者及び雇用主の現在及び将来の拠出、国の補
助金、投資収入、及び現在と将来の拠出者に対する給付（すなわちオープングループ価値評
価）を考慮して持続可能性を評価すべきです。

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 44. 給付の十分性

社会保障機関は代替率及び関連する十分性手段についてのアクチュアリーの分析を通じて、制度によ
り提供される保護のレベルを定期的に評価します。
年金制度の給付十分性を評価する際には、社会保
障機関はあらゆる無拠出性皆年金（universal non-contributory pension）、強制または任意の職
域年金あるいは個人年金プラン及び/または法定退職金（ legislated end-of-service payments）な
どの他の退職収入を考慮します。

インフレーション、給与上昇及び制度のパラメータ
（給付計算に使われる給与の上限など）調整の規則
性は給付の十分性に影響します。例えば、少なくとも平均的な賃金上昇に沿って定期的に調整される
ことの無い給付決定に使われる給与の上限は、中高所得者にとっての給付の意義を徐々に薄れさせ
ます。
ILOは1952年の社会保障（最低基準）条約（第102号）、
や社会保障の全9分類、
すなわち保健医療、疾
病、失業、高齢、労働災害、家族、出産、障害及び遺族給付の適用範囲と程度だけでなく給付の十分性
についても確保するガイダンスを提供する、2012年の社会的な保護の土台勧告（第202号）など幾つか
の法的文書を有しています。

原則

¡¡
¡¡
¡¡

¡¡

¡¡
¡¡
¡¡

社会保障機関は現在及び将来の適用対象人口に十分な給付を提供することを目指した取
り組みに着手及び/またはそれをサポートすべきです。

社会保障機関は制度の所得代替目標の達成に関するアクチュアリーの分析と見解を考慮す
べきです。

社会保障年金制度の給付十分性を評価する際には社会保障年金制度以外からの退職収入
も考慮されるべきです。

アクチュアリーは所得段階別及び様々なキャリア経歴別の所得代替率及び/または他の関
連指標（例、年金資産）を評価し、給付十分性が制度目的に反するようになりそうなあらゆる
展開について警報を発すべきです。
そうした展開は制度のパラメータ
（例えば、
インフレーショ
ンまたは給与上昇に合せた給付スライド）の不規則な又は不十分な調整もしくは外部傾向
が原因となっている場合があります。

ILO条約102号を批准していない国にあっては、社会保障機関が批准に向けて前進するよう、
ステークホルダーと協働すべきです。
アクチュアリーは批准プロセスに進むことに資する数
理関連のあらゆる必要な情報を社会保障機関に提供すべきです。

ILO条約102号は批准している加盟国に対し、社会保障の9分類のうち少なくとも3つを導入
し、
うち少なくとも１つは長期事象または失業をカバーするよう求めています。
ILO条約は条約を批准している加盟国を拘束しています。

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡

アクチュアリーは異なるシナリオの下での実際の制度代替率を計算し、
それらを制度規程の
理論的代替率と比較すべきです。

アクチュアリーは給付規程の十分性を分析し、評価するために、賦課対象となる国内平均所
得、最低賃金、 最低生存費水準、及び貧困ラインなどの関連指標に基づいて平均給付額及
び給付額分布を分析すべきです。例えば性別やキャリアプロフィール別など、受給者の様々
なプロフィール別の平均給付額も可能な限り分析されるべきです。

アクチュアリーがあらゆる一時金支払い（例えば確定拠出制度から）に伴うリスク、及び、給
付十分性に関する現在及び将来の社会経済環境の影響を評価することは特に重要です。
こ
国際社会保障協会－国際労働機関
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れは退職時の様々な経済及び人口前提 （インフレーションや賃金上昇、 投資収益率、及び
平均余命）に基づいて、一時金給付を定期支払に転換することによる潜在的代替レベルを分
析することで行う事が出来ます。
ガイドライン18は一時金の定期収入への転換についてさら
なる詳細を提供しています。

社会保障機関は実質給付価値が徐々に浸食されるのを避けるために適切な調整メカニズ
ムを用いるべきです。例えば、給付計算に使われる過去の所得は待機期間における平均賃
金上昇に沿って、また、支払われる給付は平均賃金上昇またはインフレーションに沿って調
整することも出来ます。
社会保障機関はILOの1952年の社会保障（最低基準）条約（第102号）を参照して高齢、労働
災害（就労不能の場合を除く）、世帯主の障害及び死亡についての現在の定期支払率が条約
における要件を遵守し、
それらの率が定期的に検証されるのを確保すべきです。
社会保障機
関はまた ILO 勧告第202号も参照すべきです。

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 45. 適用対象

現在の法的及び実効的な適用状況は、
その両方の状況に変更を与えうる雇用傾向のグローバルな動
きや人口変動、
さらに現在の法制及び制度運営に照らして分析されます。

このガイドラインは アクチュアリーが社会保障制度の適用対象を評価する際に考慮すべき検討事項
について取り扱っています。社会保障制度の適用対象の範囲は制度の資金調達に重要な影響を持つ
ばかりでなく、今日及び将来提供される社会保障給付の種類と範囲に対する政策的な影響も持ちま
す。適用対象の範囲は人々が社会的保護へのアクセスを持つかどうかを決定する重要な要素です。実
効的な適用対象率は運営の効率性、
とりわけ人々のアクセスを確保し、保険料徴収を実施する上で意
味を持つ指標です。
また制度に対して重要な財政的影響も持っています。
このガイドラインはガイドラ
イン3と併せてお読み下さい。
.

原則

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

¡¡

¡¡

ILO第102号条約を批准した加盟国は、
９分類のそれぞれについて、対象人口の最低比率と
して設定された適用対象の最低基準が実際に実施されるよう確保しなければなりません。
適用対象の拡大に伴う財政的影響の価値評価は、保険料拠出者の実効適用対象の拡大に
関し作られた前提に基づくべきです。
法的及び実効適用対象の計測は区分されるべきです。非現役及び現役双方の加入者が予
測の考慮に入れられるべきであることは重要です。
実効適用対象の継続は法的規程がどう現実に導入されているかを反映すべきです。実効適
用対象は通常、法令遵守と執行上の課題から、法的適用対象より低くなります。

社会保障機関は制度の設計に影響を及ぼす政策決定をするために、現在の法的及び実効
適用対象を分析すべきです。
このことが今度は、数理価値評価において分析される様々なオ
プションにおける将来の実効適用対象に関して作成される前提に影響することがあります。
将来の法的及び実効適用対象に関する前提も、
まだ法的に適用対象とされていないグルー
プに適用を拡大しようとする政治的意向、及びそれらの目的を達成するために機関の運営
能力を強化しようとして計画される手段に基づきます。
適用対象人口の進展は、制度に関連する将来の雇用と人口変動に拠ります。

社会保障機関は、
アクチュアリーの判断が対象人口に対する適用率のみならず、人口のサブ
グループ（年齢又は年齢帯、性別又は職業別による適用対象率等）の予測にも不可欠である
ことを認識すべきです。
ステークホルダーが既存制度の適用対象の拡大を企図した改正を決定するたびに、社会保
障制度への影響及び拡大された対象人口への給付十分性を評価するために適切な数理分
析が行われるべきです。

メカニズム

適用対象率の将来の進展に関する前提の策定にあたっては、
アクチュアリーは以下を考慮すべきです。
¡¡

¡¡

制度が被雇用労働者を保険料拠出者及び/または受給者として適用対象とする場合、
アクチ
ュアリーは実効現役保険料拠出者及び/または受給者数の進展は被雇用人口の傾向に拠る
と仮定すべきです。
アクチュアリーは対象人口の主なサブグループ分類別の法的及び実効適用対象率を分析す
べきです。
例えば、多くの国々では女性の労働参加率は男性のそれよりも著しく低くなってい
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ます。
この場合、
アクチュアリーは女性の労働参加率が男性のそれよりも速く増加すると仮定
することが合理的かどうか評価すべきです。

制度が被雇用労働者を保険料拠出者及び/または受給者として適用対象とする場合、価値
評価日における年齢別の実効適用対象率（各年齢における現役被保険者数の、同年齢の被
雇用人口総数に対するパーセント）が決定されます。
アクチュアリーは、社会保障機関と共
に、年齢別の実効適用対象率が全予測期間に亘って一定のままであるか、あるいは傾向と
共に（例えば、制度が正規の賃金稼得者を適用対象とする場合の労働市場の正規化の傾向
及び/または法的執行の傾向に沿って）徐々に変化するか決定する必要があります。
これが
適用対象前提と長期のマクロ経済及び労働傾向との整合性を確保します。
この結果もたら
される適用対象率は現実的で正当なものとして位置付けられるべきです。
あらゆる公務員制度の実効適用対象の予測にあたっては、
アクチュアリーは、社会保障機関
と共に、公共部門の成長率に関する前提を作るべきです。

法的または実効適用対象を拡大する見直しの場合、社会保障機関は拡大された適用対象
による収入及びコストの展開を例証し、様々なシナリオを検討して賦課方式（PAYG）率予測
だけでなくその他の関連する財政及び人口指標も提供すべきです。
アクチュアリーは適用対
象の拡大を評価する際、判断を用いるべきです。
アクチュアリーは国内の社会経済的背景を
検討し、
ステークホルダーの見解を考慮に入れるべきです。

将来の実効適用対象率に関する前提を策定するにあたっては、
アクチュアリーはプログラム
の運営と執行における変更の可能性を考慮すべきです。
例えば、機関レベルで追加のリソー
スが職場検査、社会保険記録の管理、及び給付運営の改善に投資される場合などです。
アク
チュアリーは管理者と協議し、予想を数量化しなければなりません。

適用対象は制度に重要な財政的影響を持つため、社会保障機関は適用対象の変数を、将来
の社会経済の発達と運営の効率性を反映した適用対象率に関する様々な前提だけでなく、
様々な人口及び経済シナリオも使った広範な感応度分析に当てはめてみるべきです。法的
及び運営上の変更の可能性の影響も考慮されるべきです。
法的適用対象の範囲の推計は、法により定められた社会保障領域（分類）の法定制度により
適用対象となっているグループに関する情報と、国レベルで法的に適用対象となっている人
数を数量化した入手可能な統計情報に関する情報の両方を使うべきです。
実効適用対象の範囲を計測する際には、保護対象者として計測される適用対象と実際の受
給者との区分がなされなければなりません。

•
•
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保護対象者とは給付の適用対象となる潜在性を有する、
または将来その潜在性を有し
ますが、必ずしも給付は受け取っていない人々です。
例としては、老齢年金や失業給付な
ど特定の偶発事象のために社会保険料を支払っている人々です。
受給者適用対象率とは適用対象とされるべき人々（例、退職年齢超の全人口、全失業
者）に対する社会保障給付の実際の受給者の比率を言います（例、老齢年金、失業給
付）。
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ガイドライン 46. 給付及び資金調達における変更と見直しの影響

社会保障制度に対しパラメトリックで構造的な変更が検討される場合には共に数理的関与が必要で
す。

社会保障制度の変更はしばしば将来の財政的持続可能性や現在及び将来の給付十分性に関する懸
念を契機とします。
プログラムや全体的な制度の見直しはパラメトリック、
すなわち主に制度の資格基
準の変更、給付水準及び資金調達に関するものである場合があります。
構造的見直しとは新たな社会
保険制度の導入、新たな給付規程の採用（例、新たな偶発事象を適用対象とする）またはその他の給
付性質の変更（例、確定給付から確定拠出への移行）など、給付の性質におけるより重要な変更を指
します。

原則
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制度変更は、三者間を含むあらゆるステークホルダーと協議され、意思決定は対話プロセス
を経てなされるべきです。
構造的及び/またはパラメトリックな見直しに関する決定は提案さ
れた変更の影響を検討するためだけに行われる数理価値評価や他の数理計算に基づくべ
きです。

数理価値評価と計算は適切な手法と一連の前提を用いてなされるべきです。
それらは提案
された変更の、制度の持続可能性と給付の十分性に対する財政影響を計測するために用い
られることが可能な結果をもたらすべきです。
社会保障制度に対するパラメトリックな変更には、給付資格条件、
パッケージ及び/または給
付水準、新たな適用対象人口カテゴリー及び/または資金調達規程の追加（保険料率の変
更を含む）などに関するものがあります。

複数の柱を持つ制度にあっては、退職及び医療保険給付の一部に対する修正 （強制職域退
職制度の導入、私的医療保険制度への変更等）も社会保障制度の給付規程の検証が必要
になることがあります。

アクチュアリーは数理価値評価やその他の計算結果に基づいた制度規程の修正に関する推
奨事項を提供すべきです。

構造的見直しの導入も社会保障制度の他の分野に影響を及ぼすことがあります。
アクチュア
リーはステークホルダーが十分情報を知った上で意思決定することを支援すべく、広範な分
析を行うべきです。

構造的またはパラメトリックな変更が社会保障制度に導入される場合には、
ステークホルダ
ーのみならず社会保障機関も蓄積された権利の保護の問題に対処することが重要です。構
造的見直しの結果から生じてくる権利の保護の程度を評価するために数理価値評価が遂行
されるべきです。

給付や資金調達における変更は複数の世代に影響を及ぼし得るものです。
制度への変更を
導入する際には、人々がその行動に適応する十分な時間が持てるように、全面実施に先立っ
て適切な移行期間を設けることが重要です。様々な見直し案の十分性や資金調達コストに
対する影響に関する数理インプットがこの分析に取り入れられます。

メカニズム
¡¡

制度への重大な変更にはそのためだけの特別な数理報告と計算を必要とすべきです。
この
報告は意思決定者及びその他全てのステークホルダーに、提案された変更の給付十分性へ
の影響だけでなく財政影響も提示すべきです。
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複数の柱を持つ制度における一部の給付部分の修正には、全体の給付十分性に対する影
響を評価するために、
しばしばアクチュアリーによる評価を必要とします。
アクチュアリーは
提案されたあらゆる修正の長期的な人口及び財政影響を数理報告において提示すべきで
す。
これらの予測は現在の法律の規程の下での予測と比較されるべきです。

構造的な見直しが提案または導入される場合（例、新たな偶発事象に対する給付、新たなカ
テゴリーの労働者に対する適用対象の拡大等）には新制度の価値評価に関するガイドライ
ン41 が参照されるべきです。
制度設計における重大な変更は受給者に明瞭に伝えられるべきです。
コミュニケーションに
関する更なる詳細がパートD、特にガイドライン27に提供されています。

国際社会保障協会－国際労働機関
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H. 社会保障機関における数理専門技術、人員配置、及
び研修

社会保障機関は、組織の業務を行う内部及び外部アクチュアリーのスキル及び経験要件が十分定義
され、適切で、
かつ監視されることを確保すべきです。
機関は、
アクチュアリーが関連の資格を取得する
取り組みをサポートし、国内または国際専門職団体が定める研修及び継続的な専門性開発活動を行
うべきです。社会保障機関は、内部または外部アクチュアリーが数理業務を遂行する上でより適切か
どうか評価する場合、一連の問題を検討すべきです。
また、目的が満たされ、
タスクを遂行するリソース
が利用できることを確保するために、
アクチュアリー/数理部門と財務及び人事部門との間で適切な調
整とコミュニケーションも確保すべきです。

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 47. アクチュアリーの独立性

社会保障機関と監督当局はアクチュアリーの独立性を確保し、維持させる手段を講じます。

社会保障機関のために、
また社会保障機関を代表して遂行される数理業務の品質、正確性、及び信頼
性は、
アクチュアリー及び彼らの業務の独立性を守ることにかかっています。
アクチュアリーは機関内
からの内部圧力または制約に直面することがあります。
アクチュアリー及び/または社会保障機関は
外部からの圧力（例えば政治的）を受けることもあります。
行われる業務の独立性へのそうした脅威は
法規制による支援のみならず適切な内部方針手段によっても軽減されるべきです。
社会保障機関はま
た、
アクチュアリーが何らかの利害対立に直面しているかどうか判断する保護手段と、
そうした場合に
取られるべき対策を導入すべきです。

原則

¡¡
¡¡

¡¡
¡¡

社会保障機関は、可能な場合、
アクチュアリーの独立性をサポートする規制メカニズムにイ
ンプットを行い、
その結果もたらされる法規制を促進し、
サポートすべきです。
適用されるあらゆる既存の法制に拘らず、社会保障機関は以下を確保する内部方針及び手
続を導入すべきです。

•
•

アクチュアリーは、
その業務の結果及び推奨事項に影響を及ぼし得る外部または内部
の考慮事項に不当に影響されていない。
アクチュアリーは不当なまたは正当化されない内部もしくは外部の干渉なしに、
その活
動を行うことが出来る。

アクチュアリーの独立性が危うくなる場合、
アクチュアリーはその結果もたらされる財政上
及びオペレーション上の影響に焦点を当て、
それらを関連するステークホルダーに伝えるべ
きです。
この行為は社会保障機関によりサポートされるべきです。

アクチュアリーの独立性に関する問題は機関のリスク管理プロセスの一部として捉えるべき
です。

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
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アクチュアリーは、
データ、使用する最も適切な手法及び前提に関する選択に十分なアクセ
スを有し、外部の検討事項に不当に影響される、もしくは計算、結果、及び推奨事項に影響
を及ぼし得る内部圧力に従うべきではありません。

社会保障機関は適切な手続を設定し、監視することによりアクチュアリーの独立性を促進す
べきです。
効果的なガバナンスフレームワークの文脈において、内部ピアレビュー、外部専門
家による検証、及びオペレーション上の統制手続が明瞭に文書に記載されて示されるべき
です。

社会保障機関は独立性が尊重されない場合に取るべき行動を特定した書面の方針を定
め、尊重すべきです。
指名された上級スタッフまたは外部専門家が、手続が正しく従われてい
るかどうか定期的に監視すべきです。

アクチュアリーの独立性が維持され、
その独立性を保証するために取られるステップと、
そう
でない事態が起きた時の対策が利用出来るかどうかを精査する定期的な報告があるべきで
す。
また、数理業務の外部検証はアクチュアリーが不当な内部または外部制約を何ら受けず
に行動した（例えば、前提の設定）かどうかの評価を含めるべきです。
アクチュアリーが直面した実際の、潜在的な、
または認識した利害対立には特に重点が置か
れるべきです。
数理業務の実行に携わるスタッフに対する研修のみならず利害対立を評価す

国際社会保障協会－国際労働機関
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¡¡

る手法も提供されるべきです。
適切なピアレビュー・プロセスがこの目標をサポートすべきで
す。

取られる手段は、
そうした状況におけるリスクを最小化することを目的とする既存の一般的
ガバナンス実務とリスク管理プロセスと整合すべきであり、
また、
それらを利用します。
このこ
とは専門家としての助言の提供と、意思決定からの独立という点において特に重要になる
場合があります。

アクチュアリーと社会保障機関は国内及び国際数理基準及び優れた実践例の推奨を利用
して、
アクチュアリーの独立性をサポートすべきです。

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 48. 外部または内部数理専門技術の利用における選択

社会保障機関は社会保障制度に関する数理業務の遂行に、内部または外部の専門技術が使われる
べきであるか決定します。
社会保障機関は社会保障制度の数理業務実行のために内部の数理専門技
術を開発しようと努めます。

外部または内部の数理専門技術のどちらを使うかという判断においては、社会保障機関の特有の背
景に基づいてなされ、機関が運営している環境を考慮すべきです。この決定を行うにあたっては、社会
保障機関は自機関の責任に帰するあらゆる社会保障制度のニーズと性質を考慮すべきです。数理が
関与する可能性がある領域には様々なものがあることから、内部または外部の数理インプットに関す
る選択は、行われる必要のある業務のタイプに拠る可能性があります。

原則

¡¡
¡¡

社会保障機関は行われる数理業務の一部または全部に責任を持つ内部数理部門の創設を
目指すべきです。
ガイドライン49から51までは、
その達成のために取られるべきステップに関
する情報を提供しています。

機関の優先順位に基づき、社会保障機関は数理が関与する様々な領域において外部または
内部の数理専門技術を使うことの利点とリスクを評価すべきです。
この評価プロセスは適正
に文書化されるべきです。
外部または内部の数理専門技術の使用に関する既存の取決めは
定期的に再精査され、社会保障機関の進化するニーズに対処し続けているかどうか評価す
べきです。
内部数理部門が発達するにつれ、社会保障機関は外部プロバイダーから内部アク
チュアリーにタスクを移転することを検討すべきです。

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡

外部または内部の数理専門技術のどちらを使うべきかの意思決定にあたっては、社会保障
機関は以下を検討すべきです。

•
•
•
•

取り組むべき数理業務の性質と範囲。例、数理価値評価、数理計算、
リスク分析や投資
プロセスにおける数理インプットの提供、制度設計に関する数理上の助言の提供、
その
他。
実際のまたは認識された利害対立の存在もしくはその出現の可能性。
及び、
数理業務の量と性質に将来起こりうる進展。

社会保障機関は数理活動の一部の領域に内部数理専門技術を使用し、
その他の領域に外
部リソースを使用することを決定することが出来ます。

内部の数理専門技術を使用するにあたり考慮する要因には以下のものがあります。
ただし、
それらに限定されません。

•
•
•
•
•
•
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機関により管理されている社会保障制度の数と複雑性。

既存の内部数理専門技術の有効性、
さらに数理スタッフのスキル、能力、及び経験。

資格を持つ個人を惹きつけ、内部に留め、
その能力を開発することにより内部の数理専
門技術を創出し、
または強化する可能性。
数理業務を行う上で必要な技術的リソースの有効性。

内部の数理専門技術を維持し、知識を移転することを確保する社会保障機関の能力。
内部アクチュアリーの独立性を確保する社会保障機関の能力。
内部で数理業務を遂行する財務コスト。

国際社会保障協会－国際労働機関
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外部の数理専門技術を使用するにあたり考慮する要因には以下のものがあります。
ただし、
それらに限定されません。
:

•
•
•
•

信頼出来る国内または海外の外部専門知識の有効性。

社会保障機関が、第三者を使用する可能性も含め、透明で競争的選定プロセスを執り
行う能力。
外部数理サービスプロバイダーの変更とその後の移行プロセスの影響の検討。
提供される数理サービスの外部統制実施の可能性。
例えば、
–– 数理業務の国内及び/または国際実務基準の遵守。

–– プライバシー問題を含むデータに関するプロバイダーのプロセスの適切性
–– 数理業務を実行する個人の専門的資格。

¡¡

•

–– 利害対立の監視と防止（実際に起きたと認識されるもの）。
––

ピアレビュー・プロセス。

外部アクチュアリーの任命に関連するコストと契約条件。

外部専門家の採用に関する選定プロセスは文書化されるべきです。
プロセスには外部アク
チュアリー及びその雇用主の経験と能力、料金と契約条件、使用される手法、ICTシステム、
ガバナンスとピアレビュー・プロセス、及び個人の専門的資格に関する検討を含む可能性が
あります。

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 49. 資格

社会保障制度に数理サービスを提供するアクチュアリーとその他の社会保障専門家は彼らの責任を
果たす上で必要な、適切な資格と専門知識を保持しています。
有資格アクチュアリーは国内（または国
際）専門アクチュアリー会のメンバーであり
（あるいはメンバーとなる要件を満たすために実習中）、適
用される専門職基準、専門職としての行動規則、及び継続的な専門職開発要件に従っています。

社会保障制度のために行われる数理業務の品質は、多分にこの業務を実行する専門家の資格、
スキ
ル、及び経験に拠っています。
このガイドラインは当ガイドラインのガイドライン51とパートFと共にお
読みください。

このガイドラインは、
スキルと経験の正式な査定を必要とする認定されたアクチュアリー組織に加盟し
ている、
または、
その資格を持つアクチュアリー（
「アクチュアリー」
）と社会保障機関の数理業務を実行
するその他の社会保障専門家とを区分しています。

原則

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

社会保障機関はアクチュアリー及び社会保障制度の数理業務を実行するその他の社会保
障専門家の資格要件を定義すべきです。

社会保障機関は国内の数理専門職の開発を促進し、既存の専門職組織と緊密に協働すべ
きです。特に、社会保障機関は国内のアクチュアリー会が専門職としての行動規則のみなら
ず、社会保障の数理業務についても、適正な専門職基準を持つよう確保すべきです。

社会保障機関は、社会保障制度のための特定のサービス及び業務がアクチュアリーにより
実行されることを求める法整備の促進を検討することができます。

社会保障機関は内部のアクチュアリーが必要な資格を取得及び/または維持するのをサポ
ートすべきです。

社会保障機関は、
アクチュアリーが関連の専門職基準、継続的な専門職開発要件、及び規則
を遵守することを確保する統制を策定すべきです。

社会保障機関が正式な専門職組織に属さない数理業務を実行する社会保障専門家を雇用
する場合、機関はそうした専門家が関連する国内（または国際）数理組織の専門職基準、継
続的な専門職開発要件、及び専門職としての行動規則に従うよう求めるべきです。数理業
務を実行するアクチュアリー以外の社会保障専門家の場合、社会保障機関は、
アクチュアリ
ーの基準に加え、
それら専門家が彼らの専門職組織の専門職基準, 継続的な専門職開発要
件、及び利害対立の回避を含めた専門職としての行動規則を遵守するよう確保すべきです。

メカニズム
¡¡

社会保障機関は、社会保障制度のための数理業務を実行する個人について専門職としての
要件を定義すべきです。
それらの要件には以下を含むことがありますが、
それらに限定され
ません。

•

十分な経験を持ち、国内または国際的に認定されたアクチュアリー協会または団体の
メンバーであること。

•

資格は必ずしも数理的性格のものではないが、社会保障制度の数理業務に関連性を
有している有資格の専門職（例、数学者、統計家、
エコノミスト）であること。

•
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社会保障の数理技術に関連する研修プログラムを行ったことがある、
または、
その専門
主題に関する知識が一連の試験で証明されている有資格の専門職（例、 数学者、統計
家、
エコノミスト）であること。
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•

関連する専門職経験の長さ。

可能な場合、有資格の専門職は関連の国内団体からアクチュアリーとしての認定を取得す
るよう努めるべきです。

社会保障機関は、国内の数理実務が最良の国際実務と比肩するものである事を確保すべ
く、国内アクチュアリー会に国際アクチュアリー会（IAA）の正式メンバーとなるよう奨励すべ
きです。

社会保障機関は、国内アクチュアリー会がIAAにより定められた社会保障制度の数理業務の
実行に関連するその他の数理実務の国際基準だけでなくISAP2 も採用するよう奨励すべき
です。
社会保障制度のための数理業務に関する国内の専門職基準が存在している場合、 社
会保障機関は、国内アクチュアリー会にそうした基準をIAAにより定められている数理実務
の国際基準と同調させるよう奨励すべきです。
社会保障機関は、数理業務を実行する内部で採用したアクチュアリーと社会保障専門家が
社会保障制度の数理業務を実行する上で求められる資格要件を取得及び/または維持する
ために必要な研修への参加及びその研修費用の負担について支援すべきです。

社会保障機関は、数理業務を実行するアクチュアリー及びその他の社会保障専門家の資
格、資格証明、及び専門職経験を定期的に確認する適切に文書化された手続を設定すべき
です
（例、専門職組織への確認など）。

国際社会保障協会－国際労働機関
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ガイドライン 50. 人員配置とインフラストラクチュア

内部リソースが数理業務の実行に充てられる場合、社会保障機関は適切な人員配置レベルを維持し、
タスクが効果的に遂行されるよう数理部門に必要なリソースを提供します。

このガイドラインはガイドライン49及び51と併せてお読みください。

原則

¡¡
¡¡
¡¡

社会保障機関は数理インプットを含む事業計画と、利用出来る適切な人的資源との整合性
を確保すべきです。
人員配置レベルが不十分であると認められる場合には、必要な予算を含
む適切な人事戦略が策定され実施されるべきです。

社会保障機関は数理業務を遂行する上でどんな能力が必要かを定義すべきです。能力、資
格及び/または経験にギャップが特定される場合、
そのギャップをどう埋めるかについて、詳
細な計画が導入されるべきです。

社会保障機関は数理部門の具体的な技術上のニーズを認識し、
それらが適正に満たされる
よう確保すべきです。

メカニズム
¡¡

¡¡
¡¡

¡¡
¡¡
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社会保障機関はその事業、予算及び人的資源の立案を調整すべきです。

能力、資格及び/または経験において特定されたギャップは外部または内部リソースを使っ
た適切な研修プログラム、適切な採用/維持戦略、並びにその他適用できる手段の組み合わ
せにより埋める事が出来ます。
数理部門は数理業務の実行に必要なテクノロジー上及びインフラストラクチュアのリソース
要件を定義すべきです。
これらのリソースには特定のソフトウェア（例、数理価値評価、
データ
ベース、管理ツール等に使われるコンピュータプログラム）及びハードウェア（例、十分な計
算及び記憶リソースを持つコンピュータ）を含むことがあります。
これらの要件は文書化さ
れ、正当なものと位置づけられ、管理者と協議されるべきです。

数理部門は、事業中断の様々なレベルにより影響を受ける状況下での事業継続に伴うリソ
ース要件を特定すべきです。
これらの要件は文書化され、正当なものと位置づけられ、管理
者と協議され、社会保障機関の事業継続計画に反映されるべきです。

数理価値評価を行う上で、
アクチュアリーが自身に利用出来るリソースが十分ではないと感
じる場合には、出来る限り速やかに関連の内部担当者もしくは部門にその旨提起されるべ
きです。
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ガイドライン 51. 専門技術の開発と維持

社会保障機関のために数理業務を実行するアクチュアリー及び/またはその他の社会保障専門職は、
求められる数理業務の実行に必要な高度な専門技術を開発し、維持します。
数理業務の実行に内部リ
ソースを使う場合、社会保障機関はアクチュアリー及び/またはその他の社会保障専門家に、技術的知
識、専門技術及び潜在的な利害対立の管理を含めた適切な行動を維持する十分な機会が提供される
よう確保します。

このガイドラインは スキルと経験の正式な査定を必要とする認定されたアクチュアリー組織に加盟し
ている、
または、
その資格を持つアクチュアリー（
「アクチュアリー」
）と社会保障機関の数理業務を実行
するその他の社会保障専門家とを区分しています。

原則

¡¡
¡¡
¡¡

社会保障機関のために数理業務を実行するアクチュアリー及び/またはその他の社会保障
専門職が、実行される数理業務に関連した継続的な専門職開発要件を持つ専門職組織のメ
ンバーである場合、彼らはそれらの要件を遵守すべきです。

社会保障機関のために数理業務を実行するアクチュアリー及び/またはその他の社会保障
専門職が、実行される数理業務に関連した継続的な専門職開発要件を持つ専門職組織のメ
ンバーではない場合、社会保障機関は関連する専門職開発プランを策定し、
そうしたプラン
の遵守を定期的に監視すべきです。
社会保障協会は、社会保障機関のために数理業務を実行するアクチュアリー及び/またはそ
の他の社会保障専門職が、実行される数理業務に関連する領域（例、経済及び人口前提、数
理モデリング、手法、資金調達アプローチ等）の国内及び国際リサーチに参加するよう奨励す
べきです。

メカニズム
¡¡

社会保障機関は、社会保障機関のために数理業務を実行するアクチュアリー及び/またはそ
の他の社会保障専門職が継続的な専門職開発要件または関連の専門職開発プランを履行
する十分な外部及び内部の機会を持てるよう、確保すべきです。
これには（とりわけ）以下を
含みます。

•
•
¡¡
¡¡

•

内部または外部専門家による現場研修。

ISSA、ILO、IAA、及び国内専門職協会により組織されるものを含む、国内・国際カンファ
レンス、
イベント、及び研修への出席。
関連する研修リソースへのアクセス。

社会保障機関は機関の人事計画と予算を策定するに際し、継続的専門職教育に十分な時
間とリソースを配分すべきです。

社会保障機関は、社会保障機関のために数理業務を実行するアクチュアリー及び/またはそ
の他の社会保障専門職の、社会保障、人口統計学、経済等の国内及び海外の専門家との交
流を促進すべきです。
.
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